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母子間相互作用についての発達心理学的アプローチ： 

母親による子どもの心の想像と子どもの社会的発達 

 

篠原郁子 （愛知淑徳大学） 

 

要旨 

子どもの社会情緒的発達は，個体の成熟のみならず，社会的環境との相互作用の中で漸

次的に進行すると考えられる。本稿では，生後間もなくから存在する社会的環境として親

子関係，特に母子関係を取り上げる。一人一人の母親は，乳児をどのような存在だと感じ

ながら，乳児を育てているのだろうか。本稿は主にVygozkyの理論やアタッチメント理論

に依拠しながら，母親が乳児を豊かな感情，思考，欲求を持った一人の人間であると見な

すという，母親の主観的見解に注目する。母親のこうした主観が子どもへの具体的養育行

動，さらには，子どもの社会的発達に及ぼす影響について，筆者による縦断研究の結果を

紹介しながら考察する。 後に，発達早期における親子関係が持つ重要性と，親子関係を

研究する際に留意したい視点について議論する。 
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1．乳児に対する成人の知覚的反応と行動 

  乳児と大人のやりとりを観察すると，大人が独特の興味深い行動を表出する様子に気

づく。乳児に対して，多くの大人は高い声で，ゆっくりと，大きく抑揚をつけた話し方を

する。赤ちゃんに向けた話し方は，マザリーズ，あるいはIDS(infant directed speech)な

どと呼ばれている[13，28]。話し方だけでなく，動き方も変化する。乳児と遊ぶとき，大

人はおもちゃを大きくゆっくりと，何度も繰り返して動きを見せたりする。乳児に向けて

修正された行動は，モーショニーズやinfant directed actionと称される[7]。乳児とやりと

りをする大人について，他にも注目すべき点がある。そもそも乳児の顔は，大人の顔より

も，私たちの視覚的注意を惹きつけやすい[8，51]。そして，乳児顔を見た大人は，それを

かわいいと感じ，触りたい，抱っこしたいといった気持ちを持つようである[18，37]。も

う一つ，乳児を見た大人が示す独特の反応として旧来報告されているのが，乳児の行為に

対して意味や意図を与えてしまうという点である[2，4，41]。例えば，乳児が黒めがちな

瞳を床に落とすと「おもちゃを取ってほしいの？」と父親が話しかけたり，乳児が足をば

たばたと動かすと「早くお出かけしたいのね」と言いながら母親が抱き上げたりする，と

いったことがある。乳児の視線や動作が，現実にどこまで乳児自身の欲求や感情や期待を

伴い，さらにはそれらを伝達する意図を伴っているのかという実際の発達状態には関わら

ず，大人，特に養育者は乳児の行為を意味のある，意図的なものと解釈するようだ [1，10]。 

 

2．乳児に意味を与えることの意味 

養育者が乳児を時に実際以上に，意図的な行為者，心的行為者と見なす傾向について早

くから描写を行ってきたKaye[23]は，養育者による豊かな心の読み込みと，実際の乳児の

発達状態とのギャップを指して，次のように述べている。多くの養育者は「騙されて」乳

児をやりとりのパートナーとして扱っているのであり，このことは「心理学の企業秘密に

しておくべきだ」と。このウィットに富む表現を用いて少し加言するならば，乳児側にも

大人を騙してしまうような特徴が備わっている。乳児は生後すぐに，顔という社会的刺激

を敏感に見つめたり[19],微笑を浮かべたり[11]，他児が泣くと一緒に泣く様子さえも見せ

る[42]。その微笑が筋収縮の結果であり[11]，他児への応答的泣きが共鳴動作と呼ばれる

単純な形としての同期であったとしても[22]，これらを見る大人は，乳児が楽しさや悲し

みを感じ，他者の気持ちに共感していると感じてしまうだろう。また，乳児の様々な表情

は，実際には2歳後半以降に見られる恥ずかしさ等の自己意識的情動[27]を感じさせるのに
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十分かもしれない。乳児には生後間もなくから心の交流を感じさせる行動的特徴が備わっ

ており，その特徴に養育者の心が感応しながら，親子のやりとりが生起していくのだと考

えられる。 

 養育者が乳児を大人と同じように心的世界を持った一人の人間として扱うことの意味に

ついて，Adamson[1]はVedelaer[52]を引用しながら as-if構造に基づく乳児の社会化とい

う視点で説明している。大人の主観的解釈によって乳児をあたかも(as-if)心を備えた存在

であるかのように扱うことは，第一に，早期から乳児と社会的やりとりを構築することに

貢献する。第二に，そうして築かれるやりとりは，乳児が実際に心的行為者となる発達を

支える足場を提供していると考えられている。この視点は，Vygotskyの社会文化的アプロ

ーチに共鳴する。Vygotsky[53]は，発達は二度起こり，まずは他者との間「精神間」で，

次に，子ども個人「精神内」に起こるという。発達早期に養育者が「乳児が心を持つ」と

解釈して関わることによって，乳児は，心の世界についての理解や振る舞いを内在化し，

真に心的行為者として発達していくという可能性が考えられている。 

こうした理論的示唆に対して，近年，アタッチメントの研究領域から興味深い報告が続

いている。次節では，研究知見を紹介していこう。 

 

3．アタッチメント研究からの示唆 

アタッチメントとは，子どもが不安や不快を感じた際に，養育者など特定の対象への近

接を介して安心感の回復・維持することを指し，こうした経験に基づいて養育者との間に

築く情緒的絆を意味する[6]。アタッチメントは発達早期に形成され，生涯に亘り心身の健

康を支える機能を持つと考えられている。そして，個々の子どもが養育者に対して持つア

タッチメントには個人差があるとする報告の後[3]，その個人差と他の発達との関連を問う

研究が多く実施されてきた。特に注目されるのが，安定型アタッチメントを持つ子どもは

他者の感情理解，誤信念理解等の社会的発達に優れるという知見である[16，21，25，32，

49]。そして現在，安定型アタッチメントの子どもの養育者は，子どもの意図，感情，信念

や動機に目を向けて子どもを心的行為者として捉えており，こうした姿勢が子どものメン

タライジングの発達を促進しているのではないかと考えられている[14，43]。 

 例えば，Fonagy とTarget[15] は，養育者が自他の内的な過程について思考する内省

的な姿勢に着目し，これを内省機能(Reflective Function)と呼ぶ。生後12ヵ月時に測定され

た母親の内省機能の特徴は，他者の心の理解能力の一つだと考えられている[20，26，38]
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子どものふり遊びの能力を予測した[17]。これは，養育者による子どもの心的状態につい

ての内省が，子どもの発達を促すことを示唆するものとして注目されよう。 

さらにMeins[30] は養育者が子どもの行動の背景にある心(mind)につい目を向けてし

まう(minded)傾向に着目し，これをmind-mindedness(以下MM)と呼んでいる。そして，

生後 6ヵ月時に母子相互作用を観察し，母親のMMとして，「乳児の心的状態を適切に読

みとって発話する程度」を測定した[31]。この指標は，子どもが4・5歳になった時の心の

理論獲得を予測することが縦断研究により報告されている[33，34]。他にもOppenheimら

は，養育者が子どもの行動を感情や思考といった動機に基づいて理解しようとする傾向に

着目し，これをInsightfulness(洞察性)と名付けた[35]。そして，子どもが1歳時に，母親

が子どもの心的状態の存在を肯定的に認め，バランスのとれた洞察性を持っていることが， 

4歳時の子どもの誤信念理解の発達に寄与することを見出しているのである[36]。 

 

4.「心理学の企業秘密」への小さな問い 

このように現在，養育者が子どもの心的状態に目を向けるという特徴自体が，子どもの

メンタライジング能力の発達に与える直接的影響が複数報告されている。特にMeinsら 

[33，34]やOppenheim ら[36]による縦断的研究は，発達早期に養育者が子どもの心的世

界についてどのような見解を持っているかが，後の子どもの発達に長期的な影響を持つこ

とを示唆する重要な知見である。ただし，元来，アタッチメントの安定性に関連づけた検

討が行われてきたために，これらの研究では，養育者が乳児の心を想定する際の，内容と

しての適切さ，正確で受容的な読み取りという側面が中核的要素として検討されてきた。

しかしながら， Kaye[23]あるいはAdamson[1]が指摘したように，養育者が乳児を心的

行為者であるとみなすこと自体が，子どもの発達に貢献するのかはこれまで直接的に検討

されていない。（内容の適切性は問わずに）養育者が乳児の行為に対して心的状態を伴う

とrichに解釈すること自体が，子どものメンタライジング能力の促進因になっている可能

性を検討することも興味深いテーマであろう。乳児の行為とそれに対する養育者の解釈に

ついて， Kaye[23]によると両者の間に潜在的に存在するギャップは「心理学の企業秘密」

であるらしいが，以下では，そのギャップが子どもの発達にとって持つ意味を検討すると

いう，筆者の小さな試みを紹介したい。 

 上記の議論を踏まえて，筆者はまず，「乳児を心を持った一人の人間とみなす傾向」と

して提唱されたMeins[30]のmind-mindedness概念に注目した。そして，乳児に帰属する



5 
 

心的状態の内容に関する適切性[31]は扱わず，そもそもどれほど豊かに心的状態の想定を

行うかという量的豊富さに焦点化し，この特徴が子どもの発達に及ぼす影響を検討するこ

ととした。性質を区別するために，先述のMeinsら[31]によって測定されたものを「適切

なMM」とし，筆者の研究で扱うものを「豊富なMM」と呼ぶことにする。以下，筆者の

研究紹介においては後者を指してMMと表記することとしたい。 

MMについて，具体的には以下の検討を行った。(1)乳児を育てている母親を対象とする

MMの測定，(2)MMを持つ母親は，子どもとの実際の相互作用場面において，子どもに心

の世界を絡めた養育行動を多く行うという仮説の検証，(3)MMは，子どものメンタライジ

ング能力を発達早期から促進するという仮説の検証，の3点である。先行研究に則り生後6

ヵ月時点で母親のMM測定を実施し，その後，子どもが48ヵ月に至るまでの縦断研究を実

施した。篠原[45，47，48]に基づき，主な分析結果を順に示す。 

 

5．母親を対象とした豊かなMMの測定 

Meins ら[31]は母親が持つ適切なMMを，実際の母子相互作用中の母親の行動を得点化

することで測定している。しかしながら，母子相互作用場面における母親の行動は，子ど

も側の行動や気質といった特徴から大きく影響を受ける可能性がある。そこで子どもから

の影響を統制し，母親自身が持つ特徴を測定するための方法を考案した。その際， 

Reznick[41]，Adamsonら[2]を参考に，共通の乳児ビデオ刺激セットに対する心的帰属の

豊富さを問うことで，母親の個人的特性としてのMMを測定することが可能ではないかと

考えた。なお， Meinsら[31] は母子相互作用の観察に基づき，母親が乳児の意図，感情，

思考，欲求，期待といった幅広い内容の心的状態に言及することを示している。そこで，

共通の乳児刺激に対する幅広い内容の心的帰属のしやすさをとらえるため，母親が刺激に

対して想起した具体的な内容を自由に話すという，口頭回答を求める形で豊富なMMの測

定実験を計画した。 

実験刺激の材料として，MM測定対象となる母親やその子どもとは別の，生後6～9ヵ月

までの乳児8名(男女各4名)とその母親8組を対象に，各家庭で様々な日常生活場面を撮影し

た動画を使用した。なお，本実験でビデオ刺激に用いる乳児の月齢は，意図的なコミュニ

ケーション行為を行うと考えられる生後9ヵ月以下とした。予備実験を経て選定された5つ

のビデオクリップ(各30秒)を本刺激として採用した。 

生後6ヵ月児の母親38名を対象に，家庭訪問によって個別にMM測定実験を実施した。母
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親の平均年齢は31.9歳（レンジ：20-41歳），乳児の月齢は平均6ヵ月20日(レンジ6ヵ月4

日－7ヵ月6日)であった。乳児の性別は男児と女児が各19名ずつ，第1子が22名，第2子以

降が16名であった。上で作成した乳児刺激5つをPC上に呈示し，各刺激に対して「乳児は

どんなことを思ったり，考えたり，感じたりしていると思いますか？」と質問した。内容

が複数に亘ると思われる場合にはその全てを，また，特にこれといった心的状態を有して

いないと思われる場合には，その旨を回答するように事前に教示した。5つの乳児刺激に

対する母親の回答から，乳児の心的状態に言及したものをカウントし，その合計数をMM

得点とした。乳児の行動描写 (例：手をたたいている)はカウント対象から除外した。心的

状態とはBrown & Dunn[9]，松永・斉藤・荻野[29]を参考に，感情状態，要求，動機付け，

意志などを含む欲求状態，思考や認知，眠気等の生理的知覚状態に該当するものであった。 

MM得点(5つの乳児刺激に対する，心的状態への言及回数の合計)を算出したところ，平

均は9.05点(SD:3.52)であった。母親たちは，刺激あたり平均２つ以上という，複数の心的

状態を帰属する様相が示された。また，実験場面において，乳児の心的状態の言語化とい

う回答が非常に素早く行われたことが印象的であった。母親達は全体として，乳児が何ら

かの，しかし具体的な心的状態を持つと想定するスタンスを有していることが窺えた。た

だし一方で，MM得点のレンジは2回～20回であった 。同一の乳児刺激を呈示したにも関

わらず回答数にばらつきがあり，母親によってはビデオクリップ5つのうち，3つが「特に

思ったり考えたりしていない」と感じられる内容であったことが示された。乳児への心的

帰属には，乳児を育てる母親間においても個人差があることが示唆される。なお，MM得

点には，研究協力者である母親自身の子どもの性別，出生順位による差異は認められなか

った。MM得点にみられる個人差の規定因に関する検討は，別稿[44，48]を参照されたい。 

 

6．母親のMMと子どもへの養育行動 

次に，上で測定された母親のMMは，実際に我が子とふれ合う相互作用場面において，

子どもに対する行動とどのように関連しているのを検討した。生後6ヵ月時にMM測定を行

った母親とその子どもを対象として，縦断的に母子相互作用場面の観察を行った。観察は，

生後6ヵ月時を初回とし，続けて生後9，18，24，36ヵ月の計5時点で家庭訪問により実施

した。各時点における母子自由遊び10分間中で認められた母親の行動を分析対象とした。 

 第一に，高いMM得点を持つ母親は，乳児の視線に意図や欲求を帰属しやすいために，

乳児と注意を共有したやりとりを行いやすいのではないかと考え，生後6ヵ月と9ヵ月の時
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点で分析を実施した。5秒を1フレームとして母親の行動を，「子どもが見ている対象を見

る注意追従行動」，「母親自身が見ている対象に子どもの注意を引く注意転換行動」，「子

どもに積極的に関わらない傍観」というカテゴリーに分類した。高いMM得点を持つ母親

は，傍観が少なく(r=-.54,p<.01)，子どもに多く関わっていることが示された。また，高い

MM得点を持つ母親には注意追従行動が多く (r =.57,p<.01)，同時におもちゃなど第3項を

交えた3項やりとりを多く行っていた(r =.49,p<.01)。これらの関連が認められたのは生後6

ヵ月時のみであったが，子ども側に共同注意能力が十分に発達すると考えられる以前から，

高いMM得点を持つ母親は，子どもと注意を共有しながらやりとりをしていることが示さ

れた。 

第二に， MMを持つ母親は，子どもの心的状態について多く発話するだろうという仮説に

基づき，母親が子どもに関して心的語彙を用いた頻度について分析を行った。各時期の当

該の発話頻度をTable1に示す。子どもの心について母親が発話した回数は，全5時点の観察

場面に一貫して，MM得点と有意な相関を持つことが明らかとなった(r =.39～r =.47，

p<.05,p<.01)。つまり，高いＭＭ得点を持つ母親は，乳児期から幼児期に亘って一貫して，

子どもに多くの心的語彙を付与していた。この長期的な関連は特に注目すべき結果である

と考えている。 

  

７．母親のＭＭと子どもの感情理解，語彙能力の発達 

母親の豊富なMMが，子どものメンタライジング能力を発達早期から広く引き上げるだ

ろうという仮説を検証するため，生後9，18，24，36，48ヵ月の計5時点で，子どもの能力

を測定した。 

まず，感情理解，心的語彙能力の発達と母親のMMとの関連について結果を示す。生後18

ヵ月時(N=35)に，母親を対象に子どもが日常生活の中でどれほど心的語彙を使用，および

理解しているかを問う質問紙調査を行った。生後6ヵ月時に測定された母親のMM得点は，

生後18ヵ月時の感情語の理解得点(r=.40,p<.05)，並びに，心的語彙全体の理解得点と正の

相関関係にあることが認められた(r=.43,p<.05) [46]。 

 生後48ヵ月時点における追跡調査では，直接子どもに実験課題を行った(N=31)。表情画

やストーリ－の登場人物の感情に対する理解度[39]を測定した。その結果，高いＭＭ得点

を持っていた母親の子どもは， 48ヵ月時に，顔表情画に対するラベリング能力(うれしい

顔，悲しい顔，など，表情を子どもが自分の言葉で説明する能力)が高いことが明らかとな
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った(rs=.42,p<.05)。同時に，子どもの全般的な語彙能力について，日本語版絵画語彙テス

トPVTを実施し，子どもの語彙月齢を測定した。語彙月齢(M=49.90，SD=10.63)は生活月

齢とほぼ重なることが確認されたが，高いＭＭ得点を持つ母親の子どもは，語彙月齢が高

い(rs=.49,p<.01)ことが見出された[47]。 

これらの結果について，母親のMM得点が，子どもへの養育行動を介して，子ども感情

や語彙理解を促進しているのかという影響プロセスを検討するため，小サンプルながら構

造方程式モデルを用いた分析を試みた [48]。媒介変数とする母親の養育行動には，母親の

MMとの相関関係が認められた，生後6ヵ月時における乳児の注意追従型かかわりと３項や

りとり，さらに，母親が子どもの心的状態に言及した頻度を用いた。母親の発話指標につ

いては，複数時点における情報を縮約するために主成分分析を行い，主成分得点を算出し

て分析に用いた。 

モデルの分析結果に基づき修正を行い， 終的にFigure1と２に示したモデルを採用した。

Figure 1より，母親のMM得点が，生後6～18ヵ月時における子どもの心的状態への言及を

介して， 18ヵ月時の感情語ならびに心的語彙全体に対する理解能力に寄与していることが

示唆された。同様にFigure２からは，48ヵ月時の表情ラベリング能力には，母親のMM得

点が，乳幼児期全体を通して子どもの心的状態に言及する養育行動を介して，促進的影響

を持つことが示唆された。また，MM得点は，生後6ヵ月時に子どもの注意を追従する関わ

りを通して，48ヵ月時の一般語彙能力に寄与することが示された。 

 

8．母親のMMと欲求・信念理解の発達 

 子どもの感情理解と語彙発達については，乳児に測定された母親のMMが，養育行動を

介して子どもの発達を促進するという仮説を支持する結果が得られた。しかしこの縦断研

究からは，もう一つ，研究開始時には全く予想をしていなかった結果が得られた[47，48]。 

生後36ヵ月時点では，他者の欲求を理解する能力についての実験を子どもに実施した

(N= 29)。課題では，ピーマンとビスケットの玩具を用いて，実験者がピーマンを食べるふ

りをして笑顔で「おいしい」と話した後，ビスケットを食べるふりをして「うわぁ，おい

しくない」と顔をしかめて話した。その後「食べ物をひとつちょうだい」と子どもに求め，

実験者の好みに基づいて，実験者は(子ども自身の好みと欲求とは異なり)ピーマンを欲求

していることを正しく理解しているかを測定した[40，54]。12名の子どもが欲求理解課題

を通過したが，母親のMM得点が高いとその子どもは欲求理解に優れるだろうという仮説
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を支持する関連は認められなかった(r pb＝-.15,ns)。 

 次いて，48ヵ月時点(N=31)では，位置誤信念課題を実施した[55]。シマウマが黄色の袋

にクッキーを入れて退室し，シマウマがいない間にサルがクッキーを黄色の袋から青色の

袋に移し，その後にシマウマが帰宅するストーリーを実演した。誤信念質問として，おや

つを食べたいシマウマはクッキーをどちらの袋に探しにいくかを質問した。誤信念課題に

通過した子どもは10名であった。高いMM得点を持つ母親の子どもが誤信念理解に優れて

いるだろうと仮説に基づき分析を実施したが，ここでも，そのような関連は認められなか

った (r pb＝-.28,ns)。 

 子どもの欲求理解や誤信念理解には，母親のMMによる影響は認められないのだろうか。

そこで，MM得点の低さは子どもの発達を促進する機能を持たないが，中程度以上のMM

得点は促進的機能を持つのではないかという第２の可能性を検討することとした。MM得

点に基づき母親を，低群(平均値から1SD以下)，中群（平均値±1SD内のMM得点），高群(平

均値より1SD 以上)に分類したところ，群によって欲求理解，誤信念理解の成績に差があ

ることが確認された。ところがその結果は第２の仮説を支持するものでもなく， MM得点

の中位群に属する母親の子どもが，低群のみならず高群の子ども達よりも成績が良いこと

を示唆するものであった。Figure３と４にこれらの結果を示す。 

 

 

9. 縦断研究の結果から 

 以上，母親の豊かなMMについての縦断研究を紹介してきたが，その成果は主に2つにまと

められるだろう。１つ目は，子どもが乳児期に測定された母親の豊かなMMの個人差は，

我が子に対する具体的な養育行動に，乳児期のみならず幼児期まで長期的な影響を持つ様

相を示した点である。２点目として，乳児期に測定された母親の豊かなMMは，先行研究

が検討してきた4歳という時期よりも早い時期から，感情理解や語彙発達といったより幅広

い内容を含む社会的発達を促進することを示した。これらは，乳児を心を持つ一人の人間

とみなすことが，養育者が乳児との間で発達早期から心を絡めたやりとりを実践すること

につながり，さらにその親子やりとりが，子どもの心理的発達を支えるという，as-if理論

に対する一つの実証的知見を示したものと考える。 

ただし，母親のMMという態度が，乳児とのやりとりの構築と維持を可能にしているの

か，今後はより幅広い行動指標を含めた検討が必要だと考える。特に，心的語彙以外も含
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めた母親の総発話量を検討する必要性，生後9ヵ月以降の親子間の共同注意のスタイルの検

討，母親の養育行動の量ではなく質的側面の分析，など今後取り組むべき問題点が残る。

また，子ども側の発達指標についても視点を広げる必要性があるだろう。本縦断研究では，

まずは母親が子どもの心を慮る図式から，やがて子どもも相手の心を理解し始めてやりと

りの非対称性が解消されていく発達，すなわち子どもが示す他者理解の発達に重点を置い

た。しかしながらFonagyら [14]が指摘するように，乳児が養育者から心という枠組みを与

えられ，その扱い方を示されながら育てられる中で，それを如何に内在化し，子ども自身

による自己の心的状態の理解，情動制御といった心の整え方をどう発達させていくのかを

問うこともまた，重要な研究課題である。 

こうした課題，加えて，筆者が単独で実施した縦断研究におけるサンプルと変数の少な

さといった限界はあるのだが，次のような意義があったのではないかと考えている。例え

ばこれまで，母親が家庭内で心的語彙を豊富に使用することが，子どもの感情理解の発達

を予測すること報告されているが[24，50]，母親の心的語彙の使用量になぜ個人差がある

のか，という点は十分に検討されてこなかった。本稿では母親の豊かなMMという，乳児

に興味や感情，思考などの存在を帰属する傾向の個人差が，子どもへの言語的養育行動の

実践を説明する一要因となっている可能性を示した。この知見は同時に，養育者の行動を

理解する，あるいは今後の養育行動を予測する際に，養育者が乳児に対して抱いている主

観にアプローチすることの有効性を示していると考えられる。養育者が抱く，乳児の心の

世界についての主観を積極的に扱うことは，親子やりとり場面で観察される養育行動の理

解，親子関係への支援，ペアレンティング教育などの糸口として，大きな可能性を持って

いるのではないかと考えている。 

 

10．結びにかえて：豊富さ，適切さ，good enough 

 後に，豊富なMMを中程度に持っていた母親の子どもは，欲求理解に優れ，誤信念理解

にも優れる傾向が確認された結果について考察し，結びにかえることとしたい。 

48 ヵ月時の誤信念理解について，Meins ら[33]が測定した母親の適切な MM，すなわち，

乳児の心に対する適切な読みとりはそれを予測し，一方，本論で測定した豊かな MM はそ

の説明力を持たなかった。豊富な MM とは，そもそも母親は乳児が心を持っていると思う

のか否か，という特徴に着目したものであり，心的帰属の内容面の適切さは敢えて扱わな

かった。子どもの誤信念理解に関する結果の相違に基づくと，MM という態度に関する豊
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富さと適切さは同じものではないのだと推測される。 

それでは，豊富なMMは子どもの発達に対してどのような機能を持っていたのだろうか。

本縦断研究において，MM 得点を高く持つ母親の子どもは，心的語彙の理解，感情理解(表

情命名)，一般語彙の理解が高いことが見出されたが，こうした発達指標を測定する課題に

おいて，子どもは心的語彙，一般語彙，表情を理解することを求められた。それらは全て，

他者によって表出され，顕在化された心の状態を示すものだと考えられないだろうか。一

方，MM 得点と線形の関連が認められなかった欲求理解の課題において，子どもは実験者

がどちらの食べ物を欲しいと思うかを推測することが求められた。また誤信念課題でも，

シマウマがどこにお菓子を探しに行くと思うかを状況に基づき考え，推測する必要があっ

た。これらの課題はいずれも，未だ表出されていない，他者の内なる心の状態を正確に推

測することが求められるものであったと言えよう。 

こうした課題内容の特徴を考慮すると，母親の豊富な MM は，子どもが他者によって既

に顕在化された心を理解する能力を促進する機能を持っていたのではないかと考えられる。

高い MM 得点を示した母親は，子どもに対する心的語彙の豊富な付与により，発達早期か

ら子どもに対して心というものの存在を示し続けてきた。そして，その豊富な MM は，他

者の表情，心的語彙によって顕在化された心の存在の理解という子どもの発達に寄与し得

たのではないかと考えられる。しかしながら，母親の豊富な MM は，他者の心の中に何が

入っているのか，まだ顕在化されていない他者の心的世界について，他者の視点から内容

を正確に推測して理解する能力を高めるものではなかったのだろう。そしておそらく，あ

る状況下で他者の視点に立ち，その人が何を欲求し，信じ，感じているかという内容を正

確に理解する能力の促進には，Meins[33]や Opemheim[36]などが検討してきたような，乳

児の心に対する養育者の主観の適切性という軸が鍵になっているのではないかと考えられ

る。母親が乳児の視点から状況を捉え，文脈に合致した思考や感情の有り様を乳児に読み

込み言語化することが，特定の状況と結びついた自己の心的状態の理解，およびそれに基

づいた，ある文脈に置かれた他者の心の推測を可能にしていく，という道筋が予想される 

[43]。 

ここで推察したような機序の実際を明らかにしていくことが今後の大きな課題であるが，

欲求や信念理解の発達について，豊富なMM得点を高く持つ母親の子どもが優れず，中程度

の得点を持つ母親の子どもが優れる傾向にある，という今回の結果はどのように解釈でき

るだろうか。一つには，豊富なMM得点における中程度の高さが，結果的に も内容とし
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ての適切性を備えていた，という可能性が挙げられるだろう。例えばFonagyら[14]は臨床

的知見から，乳児への心的帰属に関して過剰性や偏りを含む過剰な MM (hyper 

mind-mindedness)の存在を指摘し，これが子どもに否定的影響を及ぼす可能性を危惧してい

る。また，BernierとDozier[5]は，母親が子どもの心理的な側面について多く語ることは，

子どもの安定型アタッチメントの発達と負の関係にあるという知見を報告した。そして，

少なくとも２-３歳未満の子どもに対して母親が過分に心的世界を想定することは，発達を

阻害する要因になり得るとして警鐘を鳴らしている。アタッチメントの発達についてのこ

うした議論が，メンタライジング能力の発達についても同様にあてはまるのかは，慎重に

検討する必要があるが，筆者が測定したMM得点の高さに，過剰さ，子どもの視点とのず

れ，あるいは子どもの視点を考慮していない母親の心的状態の投影が含まれていた可能性

が考えられる。そして，MM得点の中位群の母親には相対的に子どもの視点とのずれが少

なかったために，文脈と対応した心的状態を理解する足場を子どもに提供しやすかったの

かもしれない。 

母親がMM得点を高く持つことが子どもの発達に否定的影響を持っていたのか，あるい

は中程度の高さのみが持つ促進的機能があったのか，現段階での考察は推測にとどまり，

今後，ＭＭの豊かさと適切性の関連を含めて直接的に検討していくという 大の課題が残

っている。ただし今回の結果は，good enough[56]の表現に込められるように，母親の特徴

が強すぎも弱すぎもせずに適度であること，ほぼ良い状態であることの積極的意味を示し

た知見の一つであると考えられる。そして，子どもの発達を支える社会的環境について再

考を促す結果でもあるだろう。子どもの発達にとって，養育者がある特徴を高く持ってい

ればいるほど良い，あるいは養育者が何かをすればするほど良い，という図式以外のモデ

ルを持って検討することの必要性が示唆されたのではないだろうか。本縦断研究について

報告した赤ちゃん学会において遠藤[12]はless is lessということが，安易にmore is moreに

すり替えられてしまうことの危険性を強く指摘された。本研究の結果に照らすと，MM得

点が低い母親の子どもには確かに，感情理解や語彙発達，欲求や信念理解の成績が優れな

いことは認められた。しかしそのことをもって，MM得点が高ければ高いほど子どもの発

達が全て促進されるという訳ではないことは，上に示してきた通りである。希薄さについ

ては補う必要性があるが，養育者が何かをたくさんすること，あるいはそのように介入す

ることは，必ずしも子どもの社会的発達にとって 適ではない，ということに留意すべき

であろう。長い縦断研究の末，MM中位群に関する予想外の結果に頭を抱えていた筆者も
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結局，more is moreの枠組みに留まっていたということである。こうした気づきをもたらし

てくださった，研究協力者であるご家族の皆様へ感謝を込めて，本報告を結ぶこととした

い。 
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Table１ 各観察時期における母子自由遊び場面10分間において 

母親が子どもの心的状態に言及した回数（平均とSD） 

 6ヵ月時 9ヵ月時 18ヵ月時 24ヵ月時 36ヵ月時 

平均回数 10.71 10.55 8.94 7.28 4.82 

（SD） 7.69 8.16 6.91 4.73 3.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1   

生後18ヵ月時の発達に関する母親のMMからの影響プロセス 

(χ2(7)=6.592,p=.473,NFI=.952, CFI=1.000,RAMSEA=.000) 

***p<.001 **p<.01 *p<.05  †p<.10 

篠原(2013)より転載 
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Figure 2 

  生後48ヵ月時の発達に関する母親のMMからの影響プロセス 

(χ2(8)=7.250,p=.510,NFI=.913, CFI=1.000,RAMSEA=.000) 

***p<.001 **p<.01 *p<.05  †p<.10 

篠原(2013)より転載 
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Figure 3 

母親のMM得点群別 36ヵ月時の子どもの欲求理解課題の通過率 

*p<.05 

注1：MM得点群によって，子どもの成績に有意差があり(χ２(2)＝8.191 p<.05 )， 

MM得点中群では通過した子どもの人数の割合が有意に多かった (p<.05)。 

注２：MM得点群は生後6ヵ月時の測定結果に基づき作成したが，調査時期によって参加し

た子どもの人数に違いがあるため，Figure３とFigure4では各群の人数が異なる。 
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Figure 4 

母親のMM得点群別 48ヵ月時の子どもの誤信念課題の通過率 

†p<.10  *p<.05 

        注：MM得点群によって，子どもの成績に有意差があった（Χ2(2)＝5.512,p=.049） 。 

     MM得点中群では通過した子どもの人数の割合が高い傾向があり(p<.10)，高群

には通過した子どもの割合が有意に低かった(p<.05)。 
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