
歩行開始期における，子どもの反抗・自己主張に対する母親の
対応：子どもの月齢，出生順位，発達的変化との関連
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Mothers’ reactions to their toddlers’ negativism: Relation to children’s age, 

birth order, and developmental changes.
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Abstract

The purpose of this study was to examine relationship between maternal

reactions to their children’s negativism and the children’s age, birth order, and

developmental changes. 270 mothers of toddlers, aged from 18 to 30 months old,

completed questionnaires on degree of children's negativism, maternal reactions to

nagativism, and developmental changes (mainly changes in understanding skills) of

children in the preceding few months. Factor analysis on the maternal reactions

scale yielded four factors; mother focused strategies (which force children to

comply their mothers’ intention; e.g. yelling, slapping), object focused strategies

(which divert children's attention to other objects or activities), child focused

strategies (which respect children's intention or feeling), mother-child focused

strategies (which lead children to comply their mothers; e.g. negotiation,

persuasion). The main findings included the following;  1.Mothers of older children

much frequently used mother-child focused strategies. 2. As for the first born

children, mothers of older children much frequently used mother focused

strategies. 3.Mothers of the first born children much frequently used child focused

strategies and mother-child focused strategies. 4.Maternal perception on the

degree of negativism was associated with use of mother focused strategies, and that

of children’s developmental changes was associated with use of mother-child

focused strategies. The meaning of the changes of maternal reactions in this period

were discussed.
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問題と目的

乳児期から幼児期への移行期にあたる生後2、3年めは一般的に、子どもの反抗や自己主張

が激しくなる時期として知られている。発達心理学の諸理論では、この時期は子どもの自我発

達の転換期、あるいは親子（特に母子）の関係性に質的変化が生じる時期として位置づけられ

てきた。たとえばMahler（Mahler,Pine & Bergman, 1981）は、この時期の親子の関係性の変

化について、子どもの自律欲求と親に対する依存の葛藤という点を中心に論述している。

Mahlerの分離・個体化理論によれば、生後15ヵ月頃から24ヵ月頃までの再接近期と呼ばれる

時期には、歩行の確立に伴って、子どもの自律欲求や母親からの分離意欲が急速に増大するが、

その一方で、母親に対する分離不安や接触欲求も強くなるという。そして2歳以降生後30ヵ月

頃になると、複雑な認知機能の発達に伴い自我の分化が急速に進むため、子どもは母親が自分

とは異なる意図を持つ存在であることを、明確に認識するようになるという。

ただし、この時期の関係性の変化は、親から分離しうるか否か、あるいは親に依存している

か否か、というような、二項対立的な観点から捉えられるものではない。Emde & Bachsbaum

（1990）は、親とのつながりを維持しつつ、自律性を獲得すること（autonomy with

connectedness）が、歩行開始期の課題であると述べている。すなわち、自律性の増大に伴い、

子どもは意図的な反抗や強い自己主張を親に向けるようになるが、一方では諸スキルが獲得さ

れるに伴って、親とのつながりを維持するための新たな方法を身につけたり、より多くの基準

やルールを学ぶに伴って、親から課された基準に自然に合わせたりしうるようになるという。

また、Bowlby（1969）は、3歳頃に形成される新たな親子の関係性のあり方を、パートナーシ

ップ（協調性）に基づく関係性と呼んでいる。パートナーシップに基づく関係性とは、二者が

互いに目標や計画を調節することを経て共通の目標を見出し、それを達成するための共同の計

画に参加することによって、双方が共通の目標の達成という報酬を手にできる関係性のことを

いう。これらの諸論をまとめるならば、歩行開始期は、自己の意図と相手の意図の対立を巡る

行動上の衝突や内的な葛藤経験を経て、親子の間で互恵的、相互調整的な関係性が確立されて

いく、過渡的な時期にあたると言えるだろう。

では、どのような変化や過程を経て、親子間の互恵的、相互調整的やりとりが成立するよう

になるのだろうか。アメリカの研究（Gralinski & Kopp, 1993; Emde & Buchsbaum, 1990）では、

生後18ヵ月前後に、親から子どもへの行動の要請や禁止がもっとも多くなることが示されて

いる。家庭での子どもとその母親・きょうだいの日常のやりとりを縦断的に観察したDunn

（1988）によれば、母親の禁止に対する子どもの反抗の回数は、生後18ヵ月から24ヵ月の間に

倍増し、子どもによる怒りの表出は、生後24ヵ月頃にもっとも顕著であったという。また、

課題場面における親子のやりとりの縦断的観察を行ったKopp（1992）は、親の要請に対する

子どもの苛立ちやかんしゃくは、生後15ヵ月から24ヵ月の頃に多く見られ、特に生後18ヵ月
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から21ヵ月にそのピークを迎えたという結果を報告している。これらの研究は、親子間の意

図の対立が2歳前後の時期にもっとも激しくなることを示している。一方でこの時期には、子

どもの因果関係の理解や記憶力に向上がみられたり（Kopp,1989）、自他の情動状態の理解がす

すんだり（Bretherton & Beeghly, 1982; Bartsch & Wellman, 1995）、言語スキルの向上によって

より洗練された情動的コミュニケーションが可能になる（Dunn ＆Brown, 1991）ことが指摘さ

れている。このようなスキルの向上は、子どもの従順行動や不従順行動にも影響を与えている

ものと考えられる。例えば、Kuczynski & Kochanska（1990）やKopp（1992）の研究では、歩

行開始期を通して、単に不従順行動が増えるわけではなく、より未熟な形の不従順行動（無視

するなどの受動的な不従順行動や、泣き・かんしゃくなど）が減少し、よりスキルフルな形の

不従順行動（交渉するなど）が増加した、という結果が示されている。このように、子どもの

側の従順行動や不従順行動の発達的変化に焦点を当てた研究は、これまでにも比較的多数行わ

れており、それらの発達的変化は主に、子どもの側の成熟的要因に帰されてきた。

しかしながら、親とのつながりを備えた自律性（Emde & Bachsbaum, 1990）の確立や、目

標修正的なパートナーシップの形成（Bowlby, 1969）は、子どもの側の成熟的要因のみによっ

て達成されるものではなく、親の側の努力－すなわち親の側が、子どもに生じつつある発達的

変化に応じて、子どもの発達状態に合った関わりをしていくこと－があって初めて達成されう

るものであると考えられる。ゆえに、この時期の親子の関係性の変化を理解するためには、子

どもの発達的変化に連動して生じるであろう、親の側の変化についても明らかにする必要があ

るだろう。そこで次に、この時期の親の感情や行動の変化に焦点を当てた、2つの領域の研究

をみていくことにする。

1つは、育児感情や育児行動に関する研究である。0～3歳児の母親を対象とした、繁多・菅

野・白坂・真栄城（2001）の横断的な質問紙調査では、子どもの年齢が上昇するに伴い、子ど

もとの相互作用を楽しむ、子どもを虐待する（体罰や脅し、無視などの対応をとる）、子ども

の性格受容が難しくなる、という3つの傾向が強くなったという結果が示されている。また、

0～4歳児の母親を対象とした、加藤・津田（2001）の縦断的な質問紙調査では、母親の育児

肯定感が（比較的高い水準で推移するものの）0歳時点から2歳時点にかけて落ち込むこと、

育児生活へのストレスが2歳時点にピークになること、否定的育児行動（ちょっとしたことで

子どもをしかる、子どもをしかる時に叩いたりつねったりするなど）が子どもの加齢に伴って

増加することが示されている。このように先行研究では、3歳までの時期には子どもの年齢要

因が親の育児感情や育児行動に影響しており、特に、否定的感情や否定的行動が増加すること

によって、育児において個人内のアンビバレンスが増大することが指摘されている。ただし、

これらの研究では看過されている点もある。すなわち、育児感情や育児行動の変化の背景には

おそらく、子どもの発達的変化（例えば、反抗や自己主張が強くなることや、子どもとの言語

的な意志疎通がより容易になることなど）やそれに伴う親の側の期待の変化、あるいは生活環
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境の変化など、複数の要因が存在するものと思われるが、先行研究ではこの点について明らか

にされていない。

もう1つは、子どもの不従順行動に対する親の関わりに関する研究である。

まず坂上（2002）は、自然場面における一母子の葛藤的やりとりを、子どもが生後15～27

ヵ月齢の約1年間縦断的に観察し、子どもの発達的変化と親の対応の変化の関連づけを試みて

いる。坂上によれば、子どもの側に、行為の是非に関する理解が成り立ちつつあることを示唆

する行動（母親からの非難・叱責に対して不快情動を表出する、自身が逸脱行為をした後で謝

罪・修復を行うなど）が現出したのと同時期に、母親の側には、子どもの行為に意図性を帰属

させる発言（「わざとやる」など）や、子どもに理解や譲歩を求める対応（行為の結果に言及

する、交換条件を出す、脅す、強い口調で非難するなど）が多くみられるようになったという。

ここから坂上は、子どもの知的な理解力の向上や情動分化に伴って、子どもに対する母親の期

待に変化が生じ、その結果、子どもへの対応にも変化が生じたのではないか、と考察している。

坂上の研究は、子どもの具体的な発達的変化と親の対応変化との関連を直接的に検討したとい

う点で評価できるが、結果の一般性を確認するためには、より大きなサンプルでの検証が必要

である。

次に、やや古い研究ではあるが、Kuczynski, Kochanska,  Radke-Yarrow, & Brown（1987）は、

自然場面における母子のやりとりを観察し、1歳半から3歳半の子どもの母親が用いる統制方

略の横断的変化を検討している。その結果、子どもの加齢に応じて、非言語的な統制や注意統

制は減少し、直接的な非難、説明、交換条件が増加したという。ただし、Kuczynskiらの研究

でも、子どもの加齢に伴う親の対応変化が何に起因するものであるのかについては、明らかに

されていない。また、Kuczynskiらの研究はアメリカで行われたものであり、この研究の知見

が日本人母子にもあてはまるのかについては、慎重に考える必要があるものと思われる。なぜ

なら、アメリカと日本とでは、Bowlby（1969）のいう目標修正的なパートナーシップに至る

道筋が異なる（Rothbaum, Pott, Azuma, Miyake, & Weisz, 2000）ことが想定されるからである。

Rothbaum et al.（2000）によれば、アメリカでは自己を主張することが目標修正的なパートナ

ーシップの形成にとって重要であると考えられている。ゆえに親は、意志の衝突を生じさせる

ような関わり（直接怒りを表出する、権威に訴えた対応をとるなど）をすることで、子どもの

自己主張を促すのだという。一方日本では、共感や礼儀、他者の要求に合わせることなど、他

者との協調が親密な関係性の発達において重要とされる。ゆえに日本の親は、乳児期のうちは、

子どもの要求を満たすように努め、また幼児期になると、子どもとの衝突を避け、気持ちに訴

えるなどの非直接的な対応をとることで、子どもが他者の気持ちを察するよう、促すのだとい

う。この考えに基づけば、アメリカの親子の特徴とされる、相互の自己主張や意図の衝突に基

づくパートナーシップを形成していくためには、自身の意図を言語的に表明し、他者に伝達す

るスキルが子どもに求められることになる。一方、日本の親子の特徴とされる、他者の意図へ
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の関心・配慮や相互理解に基づくパートナーシップを形成していくためには、他者の心的状態

や周りの状況を理解するスキルが子どもに求められることになる。総じるならば、日本とアメ

リカとでは、目標修正的なパートナーシップを形成していく上で親が行う働きかけも、また子

どもに求められるスキルも、異なることが想定される。

ここで、改めて上記の先行研究に欠落している点を整理すると、次の二つを指摘できるだろ

う。まず、理論的には、生後2、3年めの時期に親子の関係性に変化が生じることが指摘され

てきたが、先行研究の多くは、関係性の変化を扱う際に子どものみの変化に焦点を当てており、

パートナーである親の変化については十分な検討をしていない。また、親の育児感情や育児行

動の変化に焦点を当てた研究はあるものの、それらの研究では親の変化について、子どもの発

達的変化との関連からは検討していない。加えて、育児感情や育児行動の変化を記述してはい

るものの、それが親子の関係性においてどのような意味を持つのかについては、十分な評価や

考察を行っていない。

そこで、本研究ではまずこの時期を、反抗や自己主張の本格化によって生じる諸変化に対し

て適応する必要性が、親、子の双方に生じる時期であると考える。すなわち、歩行の確立によ

って子どもの探索範囲が広がると、親の側には子どもの行動に制限を課す必要性や、それらの

制限に対する子どもからの反抗や自己主張に対処する必要性が生じる。また、子どもの側には、

親から制限や禁止を受けること、あるいは、親が自分の要求を受け容れてくれないという事態

に対処する必要性が生じる。親子の関係性の再編は、このような相手の変化に応じて、親子の

双方が互いに自身の行動や考えを変えていくことによって、達成されていくものであると考え

られる。このような前提に従えば、親子の関係性の再編過程を理解するためには、親の側に生

じる変化と子どもに生じる変化の両方を、関連づけて検討することが必要になる。

次に、本研究では、この時期に親の側に生じるであろう変化を、基本的には肯定的な意味を

有するものとして位置づける。先に紹介した坂上（2002）の研究では、子どもの理解力の向上

や情動分化、要求・拒否表現の分化が進むに伴い、母親が、行為の結果に言及する、交換条件

を出す、脅す、強い口調で非難するなど、子どもに理解や譲歩を求める様々な対応をとるよう

になっていったことが示されている。これらの変化は、子どもの発達的変化と親の変化の両方

によって、親子の関係がより相互調整的で対等なものへと変容したことを示唆している。また、

この研究では、子どもの発達的変化に応じて、親の側が柔軟に自身の行動を変え、対処してい

った様相が示されたが、このことは、親子の関係性の再編のみならず、親自身の適応にとって

も重要であるのではないかと考えられる。たとえば、氏家（1995）は、次のようなことを述べ

ている。

「母親としての発達課題は、たんに子どもの発達を保障したり促進することができるような

技能や能力を身につけることではないといってもよいであろう。むしろ、つぎつぎと変化する

子どもという現実に、その都度その都度うまく適応し、子どもの発達レベルや状態にあった対
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応をすることであると考えられる（氏家, 1995, p.127）」

先行研究で示されてきた、子どもの加齢に伴う親の育児感情や育児行動の変化は、単に子ど

もの年齢が変わったという理由で生じたわけではないであろう。実際には、親の感情や行動は、

目の前で繰り広げられていく子どもの発達的な変化に触発されて、徐々に変化していくもので

あると考えるのが自然であろう。したがって、先行研究で示されてきた、この時期の親の育児

感情や育児行動の変化は、子どもに生じた変化に対する親の反応、あるいは子どもの変化に対

する親の適応の努力の結果と解釈することもできるであろう。

先行研究（加藤・津田, 2001; 繁多ら, 2001）で示されてきた、この時期には子どもへの否定

的感情や否定的行動が増す、という変化は、ややもすると否定的な意味のみを持つ変化として

捉えられる可能性がある。確かに、その時点での親自身の心的健康や、親の否定的感情や否定

的行動が子どもの心的側面に与えうる悪影響などを勘案すると、そのような見方ができるであ

ろう。しかし、親子の関係性の発達や親としての発達という文脈からこの時期の親の変化をみ

た場合には、別の捉え方もできるかもしれない。すなわち、育児において生じる否定的な感情

は、決して排除されるべきものではなく、どの親にも当然生じうるものであると言える（菅

野,2001）。また、それらは肯定的な育児感情と並んで、子どもとの間に対等な関係を築いてい

く上で必要なものであると考えられる。この時期の子どもを持つ母親は、否定的感情の中でも

特に、子どもの反抗や自己主張に阻まれ、自身の意図や期待のとおりに物事が運ばないことへ

の、怒りや苛立ちを経験しやすい（Ujiie, 1997）ことが想定される。加えて、2歳前後の時期に

は子どもの側にも、怒りの表出が顕著であることが示されている（Dunn, 1988）。つまり、こ

の時期には親、子の双方が、怒りの感情を経験、表出しやすいと言うことができる。そこで、

怒りという感情の機能に目を向けてみよう。怒りには他者からの侵害を防ぐことで他者と自己

の境界を明確にしたり、他者との関係を切り離したりする役割があると考えられる。ゆえに、

この時期に親、子の双方が適度の怒りを経験、表出することは、双方の間に適度な物理的、心

理的距離を作ることにつながり、親子の分離・個体化を促進する役割を果たしている可能性が

あると考えられる。同時に、育児に対する否定的感情や子どもに対する否定的行動の増加とい

う変化は、この時期がそれだけ、親にとっても乗り越えるのに労を要する、親としての成長や

発達を求められる時期であることを示唆している。

ただし、否定的な育児感情や育児行動が過度に生じる場合には、親子の関係性や親自身の適

応に支障を来す可能性が高くなり、加藤・津田（2001）が指摘するように、支援の必要性が高

くなるものと思われる。その際、どのような親子に対して支援を行うかは、この時期の親、子

に生じる一般的な変化を踏まえた上で、判断されるべきであろう。さらに、子どもの発達のど

のような側面が親の育児感情や育児行動の変化と関連を有しているのかを明らかにすることが

できれば、具体的な支援を考える上での示唆を得ることができるかもしれない。

以上より本研究は、以下の3点を検討することを目的とした。
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目的①：子どもの加齢に伴う、母親の対応の横断的変化を明らかにする。

目的②：子どもの具体的な発達的変化と母親の対応変化との関連を明らかにする。ここでは、

母親の対応変化の背景要因として、この時期に子どもに生じるであろう2つの発達的変化、す

なわち、反抗や自己主張が強くなることと、理解力が向上すること、を想定して、これらの子

どもの側の要因と母親の対応変化との関連を明らかにする。

目的③：子どもの出生順位による、母親の対応の違いや対応の横断的変化のパターンの違いを

明らかにすることによって、この時期に母親の対応が変化することが、親としての発達という

観点からみた時にどのような意味を有するのかを検討する。

①～③の各検討課題について、以下の3つの仮説をたてた。

仮説①：子どもの加齢に伴い、母親の対応には主に2つの変化が生じると考えられる。一つは、

子どもに対する直接的な非難や叱責の増加、もう一つは、説明する、交換条件を出すなど、子

どもの側に理解や譲歩を求める対応の増加である。これは、Kuczynski et al.（1987）や坂上

（2002）の知見の追認にあたる。

仮説②：この時期には、子どもの反抗や自己主張が激しくなることが想定されるが、強い反抗

や自己主張を統制するには、ある程度強い働きかけが必要となるため、直接的な非難や叱責が

増加するのではないかと考えられる。同時に、生後2年めの後半から生後3年めにかけては、

自他の情動状態（Bretherton & Beeghly, 1982; Bartsch & Wellman, 1995）や因果関係の理解が

進んだり、記憶力が向上したりする（Kopp, 1989）ことが知られている。理解力が発達すると、

子どもとの言語的コミュニケーションは容易になると考えられるので、子どもに対して言語を

介して理解や譲歩を求めることが増加するものと推測される。

仮説③：第1子の母親の多くはこの時期に初めて、子どもから強い反抗や自己主張を受けるこ

とになると考えられる。一方、第2・3子の母親は、第1子の同時期の経験から、既に子どもの

反抗や自己主張への対処の仕方を身につけていると考えられる。ゆえに、第1子の母親と、第

2・3子の母親の間には、子どもの反抗・自己主張への対応や、子どもの加齢に伴う対応の横

断的変化のパターンに違いがあると推測される。

以上の3つの問題を、18～30ヵ月齢児の母親を対象とした横断的な質問紙調査を行うことに

よって、検討することとした。

方法

調査協力者

生後18カ月齢前後～30カ月齢前後の子どもを持つ、某育児雑誌の読者366名（全て母親）に

調査への協力を依頼し、調査票を郵送した。297名（子どもの月齢：17～33カ月齢）から回答

があった（回収率81.1％）が、このうち不備のある調査票を除いた有効回答数は、294であっ
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た。分析には便宜的に、18～30カ月齢児を持つ母親270名の回答を用いた。協力者の平均年齢

は31.2歳（標準偏差3.60、範囲23～43歳）であった。94.1％は専業主婦で、84.8％が核家族世

帯であった。在住地域の範囲は、45都道府県にわたっていた。子どもの属性は、男 127名

（47.0%）、女143名（53.0%）で、第1子182名（57.4％）（うち、ひとりっ子155名、2人きょう

だい第1子27名）、第2子81名（36.7%）（うち、2人きょうだい第2子72名、3人きょうだい第2

子9名）、第3子7名（5.9%）（すべて3人きょうだい第3子）であった。

調査票の内容

この調査では、子どもの反抗・自己主張とそれに対する母親の認知や対応を尋ねる様々な種

類の質問項目から成る質問紙を作成し、使用したが、ここでは本稿の分析に関係する質問項目

のみを記す。

a. 反抗・自己主張の程度に関する尺度（以下、反抗・自己主張の程度尺度と略記）：この時期

の子どもに特徴的であると考えられる反抗行動や自己主張行動に関する10の記述文を作成し

た。回答者には、各記述に該当する行動が子どもにどの程度みられるかを、5件法（1まった

くない、2たまにある、3時々ある、4よくある、5とてもよくある）で評定するよう求めた。

用いた記述文は以下のとおりである。

①何かにつけ、「いや」という、②思い通りにならないと、だだをこねる 、③本人がしたくな

いことをさせようとすると、頑固に拒否する、④欲しいものが手に入らないと、泣いたり、か

んしゃくをおこしたりする、⑤やろうとしていたことを誰かに先にされてしまうと、ひどく怒

る、⑥自分がやりたいと思ったことに関しては、頑として譲らない、⑦やろうとしていること

に手を貸そうとすると、怒る、⑧何でも自分でやってみたがる、⑨自分のやろうとしているこ

とがうまくできないと、ぐずったり、かんしゃくをおこしたりする、⑩自分の要求を聞き入れ

てもらえないと、しつこく訴え続ける。

b. 反抗・自己主張への対応に関する尺度（以下、対応尺度と略記）：Kuczynski、 Kochanska、

Radke-Yarrow、 & Brown（1987）や氏家（1995）、坂上（2002）を参考に、子どもの反抗・自

己主張に対してとられうる対応として、18種類の対応を取り上げ、質問項目を作成した。「お

子様が言うことを聞かない時や、自分の思い通りにならずにぐずる時に、以下の対応をなさる

ことはどのくらいありますか」という教示文を示した上で、各対応をとることがどの程度ある

かについて、5件法（1まったくない、2たまにある、3時々ある、4よくある、5とてもよくあ

る）で評定を求めた（各項目はTable 1に記載）。

c . 子どもの発達的変化に関する尺度（以下、発達変化尺度と略記）：Kopp（1989）、

Thompson（1990）を参考に、18～30カ月齢の間に顕著であるとされる主に認知・言語面の変

化を取り上げ、14の質問項目を作成した。回答者には、「最近（ここ数カ月）のお子様のご様

子についてお聞きします。以下の各文は、お子様にどのくらいよくあてはまるでしょうか。」

という教示文を呈示し、各項目について5件法（1あてはまらない、2あまりあてはまらない、
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3少しあてはまる、4よくあてはまる、5とてもよくあてはまる）で評定するよう求めた（最終

的に採用した項目（8項目）は結果に記載）。

結果

1．尺度の構造と信頼性の確認

反抗・自己主張の程度尺度、対応尺度、発達変化尺度について、内的構造の分析と信頼性

（内的整合性）の確認を行った。分析に際しては、各項目の評定値を得点として用いた。

a. 反抗・自己主張の程度尺度：10項目について主成分解による因子分析を行ったところ、固

有値の推移（順に4.67、1.31、0.81..）から、1因子性が強いことが確認された。因子寄与率は

46.8%であった。10項目の信頼性係数（Cronbachのα）は.87であり、高い内的整合性がある

ことが確認された。以下の分析では、各項目の評定値の加算平均を尺度得点として用いること

坂上：歩行開始期における，子どもの反抗・自己主張に対する母親の対応
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Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 共通性 平均値 標準偏差

第Ⅰ因子　母焦点型対応 2.87 0.74
大きな声を出して怒る .81 .02 －.17 .10 .69 3.20 1.14

手足やお尻などを叩く .70 .01 －.23 －.01 .55 2.31 1.06

「好きにしなさい」「もう知りません」などと、
突き放した態度をとる

.67 .08 .00 .26 .53 2.90 1.11

「～しなさい」「～したらいけません」と叱る .64 －.02 .04 .19 .45 3.70 0.94
無理にでも言うことを聞かせる .58 .16 －.05 .09 .38 2.23 0.83

しばらくそのまま放っておく .56 .09 .31 －.24 .47 3.08 1.05

第Ⅱ因子　物焦点型対応 3.26 0.81
子どもの好きな物事でつる －.08 .79 .02 .20 .68 3.18 1.10

好きな食べ物（お菓子を含む）や飲み物を与える .15 .75 －.07 －.02 .58 3.02 1.16

テレビやビデオを見せる .27 .64 .08 －.11 .50 3.06 1.20
他の物事に子どもの気をひく －.02 .61 .27 .20 .49 3.78 1.04

第Ⅲ因子　子焦点型対応 3.59 0.65
子どもがその気になるのを待つ －.07 .07 .72 －.01 .52 2.66 0.99

「～したいの」「～がいやなの」と共感の言葉をかける －.06 －.08 .63 －.04 .41 3.78 1.03

「すごいね」「偉いね」などと誉めて乗せる .06 .14 .58 .31 .45 3.95 0.99

抱っこをしたり、抱きしめたりする －.18 .18 .48 －.22 .34 3.99 0.95

第Ⅳ因子　母子焦点型対応 2.48 0.77

「赤ちゃんじゃないよね」「おにいさん（おねえさん）は～
ですよ」などと言い聞かせる

.08 －.01 .00 .74 .56 1.98 1.17

交換条件（「～したら○○してもいいよ」など）を出す .19 .23 －.04 .71 .60 2.50 1.27

理由や状況を説明して言い聞かせる .07 －.02 .53 .58 .62 3.53 1.00

子どもが苦手な物やいやなことで脅す .39 .10 －.10 .41 .34 1.92 1.07

因子寄与 3.02 2.13 2.03 1.98 9.16

因子寄与率 (%) 16.77 11.85 11.28 11.00 50.91

注： は負荷量.35以上

Table 1　母親の対応尺度　回転後の因子負荷量ならびに各項目の平均値と標準偏差



にした。なお、尺度得点の平均値は3.34、標準偏差は0.75であった。

b. 対応尺度：18項目について主成分解、バリマックス回転による因子分析を行った。固有値

の推移（順に3.62、2.47、1.65、1.42、1.15...）と解釈可能性から、4因子が妥当であると判断

した。累積寄与率は50.9%であった。因子分析の結果と各項目の平均値、標準偏差をTable 1に

示す。

第1因子は、「大きな声を出して怒る」「手足やお尻などを叩く」「「～しなさい」「～しては

いけません」などと叱る」など、母親の苛立ちの感情に焦点化した対応や、母親の意図に強圧

的に従わせる対応からなるため、「母焦点型対応」と命名した。第2因子は、「他の物事に子ど

もの気をひく」「好きな食べ物や飲み物を与える」など、主に外界の事物によって子どもの注

意を統制することを意図した対応からなるため、「物焦点型対応」と命名した。第3因子は、

「子どもがその気になるのを待つ」「「～したいの」「～がいやなの」と共感の言葉をかける」な

ど、子どもの感情や意図を尊重した対応からなるため、「子焦点型対応」と命名した。第4因

子は、「「赤ちゃんじゃないよね」「おにいさん（おねえさん）は～ですよ」などと言い聞かせ

る」「交換条件を出す」「理由や状況を説明して言い聞かせる」など、子どもの関心や自尊心に

働きかけながら、子どもの側の理解や自発性に訴えることで、強圧的ではないやり方で子ども

を母親の意図に従わせるよう、方向づける対応から構成された。これらは、母子双方の意図や

関心を考慮した上での対応であると考えられるため、「母子焦点型対応」と命名した。

Table 2に、因子間の相関を示した。母焦点型対応と母子焦点型対応の間には弱い相関が認

められたが、これは両者とも、子どもを母親の意図に従わせることを最終的な目標においた対

応であるためではないかと解釈できる。各因子に負荷量の高い項目群の信頼性係数

（Cronbachのα）を算出したところ、母焦点型対応、物焦点型対応、母子焦点型対応では概ね

十分な信頼性が認められた（順に.77、.70、.60）。一方、子焦点型対応では.55と、信頼性係数

の値が若干低めであった。以下の分析では、各項目評定値の加算平均を尺度得点として用い

る。

c. 発達変化尺度 まず、各項目がこの時期の発達的変化を反映した妥当な項目であるかを確認

対応の種類 物焦点型 子焦点型 母子焦点型

母焦点型 .17 -.16 .36
     **　　       **　 **   

物焦点型 .18 .23
      **   **   

子焦点型 .11

注　**　p<.01

Table 2　母親の対応尺度　下位尺度得点間の相関
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するため、子どもの月齢が低い方から約25％（18～21カ月齢児63名）、高い方から約25％

（28～30カ月齢児78名）の母親の回答をそれぞれ選び、両群の各項目の平均の差得点について

t検定を行った。その結果、14項目中10項目で有意差が認められた（有意水準5％）。有意差が

認められなかった4つの項目は不適切な項目であったと判断し、削除した。残った10項目につ

いて、主成分解による因子分析を行ったところ、強い1因子性が確認された。その後、信頼性

係数（Cronbachのα）が最大になるようさらに2項目を削除し、残った8項目を採用すること

にした。8項目について、因子数を 1に指定して因子分析を行ったところ、因子寄与率は

51.2％であった。また、8項目の信頼性係数（Cronbachのα）は.86であった。採用した8項目

は以下のとおりである。

1.人から言われていることが、よく分かるようになった。2.自分の気持ちや要求を、上手に表現できる

ようになった。3.がまんすべき時には、がまんできるようになってきた。4.自分で考えて物事をするよ

うになった。5.「あとで」「こんど」「あした」など、時間の感覚が分かってきた。6.1日の流れがよく

分かってきた。7.いろいろな物事や出来事のつながりが理解できるようになった。8.何日か前にあった

出来事でも、よく覚えているようになった。

内容からこれらの項目は主に、子どもの認知能力、中でも特に、理解力や思考力の発達を反

映した項目であると言える。以下の分析では、各項目評定値の加算平均を尺度得点として用い

る。尺度得点の平均値は3.63、標準偏差は0.72であった。

2．子どもの月齢ならびに出生順位による差異の検討

子どもの月齢や出生順位によって、母親が認知した子どもの反抗・自己主張の程度や発達的

変化、子どもへの対応に違いがあるかを検討するため、各尺度得点について、月齢（低月齢

群：18～24カ月齢と、高月齢群：25～30カ月齢の2水準）×出生順位（第1子と、第2・3子

の2水準）の、2要因の分散分析を行った。なお、誤差項の自由度が分析によって異なってい

るのは、それぞれの従属変数について欠損値があったデータを除いたため、分析に用いたデー

タ数が異なるためである。

まず、反抗・自己主張の程度尺度については、いずれの主効果、交互作用も有意ではなかっ

た。つまり、母親が認知した子どもの反抗・自己主張の程度には、月齢や出生順位による差異

はなかったと言える。一方、発達変化尺度については、月齢の主効果が有意であり（F（1,266）

=23.74, p<.01）、高月齢群の母親の方がより、子どもに発達的変化がみられたと回答していた。

次に、対応尺度の分散分析の結果を記す。Table 3に月齢群別の各下位尺度の平均値・標準

偏差、ならびに出生順位別の各下位尺度の平均値・標準偏差を、Figure 1に月齢群・出生順位

別の対応の下位尺度得点の平均値を示した。

まず、母焦点型対応については、月齢と出生順位の交互作用が有意であった（F（1,263）=5.39,

p<.05）。月齢の単純主効果を検定したところ、第1子においてのみ有意であり（F（1,263）=11.04、

p<.01）、第1子では、高月齢群の母親の方が低月齢群の母親よりも高い頻度で母焦点型対応を
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とっていた。また、出生順位の単純主効果は、低月齢群においてのみ有意であり（F（1,263）

=5.58、p<.05）、低月齢群では第2・3子の母親の方が第1子の母親よりも、高い頻度で母焦点型

対応をとっていた。

Figure 1 　月齢群・出生順位別にみた母親の対応
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対応の種類 平均値 （標準偏差） 平均値 （標準偏差） 平均値 （標準偏差） 平均値 （標準偏差）

母焦点型 2.79 （0.70） 2.99 （0.68） 2.88 （0.68） 2.94 （0.72）

物焦点型 3.28 （0.84） 3.25 （0.79） 3.29 （0.81） 3.21 （0.80）

子焦点型 3.70 （0.64） 3.52 （0.63） 3.68 （0.63） ＞ 3.44 （0.64）

母子焦点型 2.17 （0.67） ＜ 2.73 （0.76） 2.61 （0.78） ＞ 2.23 （0.70）

注： 1）欠損値があり下位尺度得点を計算できないデータは除いて計算したため，下位尺度によって回答者の人数は異なる

  　  2）不等号がついた箇所は，分散分析の結果，主効果が有意であった下位尺度

Table 3　母親の対応尺度　下位尺度得点の平均値と標準偏差（月齢・出生順位別）

月齢群別 出生順位別

低月齢群 高月齢群 第１子 第２・３子
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物焦点型対応については、いずれの主効果、交互作用も有意ではなかった。

次に、子焦点型対応については、出生順位の主効果（F（1,262）=11.11、p<.01）と、月齢と出

生順位の交互作用が有意であった（F（1,262）=3.96, p<.05）。そこで、月齢の単純主効果を検定し

たところ、第1子においてのみ有意であり（F（1,262）=11.29、p<.001）、第1子では、低月齢群の

母親の方が高月齢群の母親よりも高い頻度で子焦点型対応をとっていた。また、出生順位の単

純主効果は、低月齢群においてのみ有意であり（F（1,262）=14.00、p<.001）、低月齢群では第1子

の母親の方が第2・3子の母親よりも、高い頻度で子焦点型対応をとっていた。

最後に、母子焦点型対応については、月齢の主効果（F（1,265）=26.45、p<.001）、出生順位の

主効果（F（1,265）=10.34、p<.01）がともに有意であった。すなわち、高月齢群の母親の方が低

月齢群の母親よりも、高い頻度で母子焦点型対応をとっており、また、第1子の母親の方が第

2・3子の母親よりも、高い頻度で母子焦点型対応をとっていた。

3．子どもの月齢、反抗・自己主張の程度、子どもの発達的変化と、母親の対応の関連

子どもの月齢、反抗・自己主張の程度尺度、発達変化尺度と、母親の対応尺度の各下位尺度

得点間の相関（Pearsonの積率相関係数）を算出した結果をTable 4に示す。以下では、.20以

上の相関がみられたものを取り上げる。

まず、子どもの月齢と母子焦点型対応との間には、弱い相関（r=.38）が認められた。また、

子どもの反抗・自己主張の程度は、母焦点型対応、物焦点型対応と弱い正の相関（順に、r=.35、

r=.20）を有していた。すなわち、子どもに反抗・自己主張がよくあると認知している母親ほど、

より頻繁に母焦点型対応ならびに物焦点型対応をとる傾向があった。また、発達変化尺度は、

母子焦点型対応と中程度の正の相関（r=.44）を有していた。これは、子どもに理解力や思考力

における発達的変化があったと認知していた母親ほど、より頻繁に母子焦点型対応をとる傾向

があったことを意味する。

ところで、子どもの月齢と反抗・自己主張の程度尺度の相関はr=.11と非常に弱いものであ

ったが、月齢と発達変化尺度との間には、r=.45と無視できない強さの相関が認められた。こ

のため、発達変化尺度と母子焦点型対応との相関は、月齢による疑似相関にあたる可能性があ

ると考えられた。そこで、月齢の影響を取り除いた偏相関を算出したところ、両者の間には依

然としてr=.32（p<.01）の相関が認められた。一方、発達変化尺度の得点の影響を取り除いた、

月齢と母・子焦点型対応との偏相関も、弱いながら認められた（r=.23、p<.01）。

先に行った対応尺度の各下位尺度得点に関する分散分析では、月齢・出生順位の交互作用や

出生順位の主効果が有意であったことから、子どもの出生順位によって尺度間の相関が異なる

可能性があるのではないかと考えられた。そこで次に、出生順位別（第1子と、第2・3子）に

も、各尺度得点間のPearsonの積率相関係数を算出した（Table 4）。その結果、全体で相関係

数を算出した際には、子どもの月齢と母焦点型対応、ならびに、反抗・自己主張の程度と母子

焦点型対応の間にほとんど相関がみられなかったのに対し、第1子に限ってみた場合には、両
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者の間に弱い相関があることが分かった（順に、r=.28、r=.20。また、全体で相関係数を算出

した場合には、反抗・自己主張の程度と物焦点型対応の間に弱い相関が認められたが、出生順

位別に相関を算出した場合には、このような相関は第1子の場合にしか認められないことが分

かった。

考察

まず、子どもの月齢による母親の対応差に関する仮説、「子どもの加齢に伴い、直接的な非

難や叱責と、説明する、交換条件を出すなど、子どもの側に理解や譲歩を求める対応が増加す

る（仮説①）」に関係する結果を整理する。対応尺度の因子分析の結果、直接的な非難や叱責

は、母焦点型対応と命名した因子に分類された。また、説明する、交換条件を出す、といった

対応は、母子焦点型対応と命名した因子に分類された。分散分析や相関分析の結果、母焦点型

対応は、第1子である場合に限って、加齢に伴いより頻繁にとられていた。また、母子焦点型

対応は、子どもの出生順位にかかわらず、加齢に伴いより頻繁にとられていた。これらの結果

から、仮説①はほぼ支持されたと言える。

次に、「母親の直接的な非難や叱責は子どもの反抗や自己主張が激しくなることに連動して、

また説明や交換条件といった対応は子どもの理解力の向上に連動して生じる（仮説②）」とい

う仮説に関する結果を整理する。仮説では、加齢に伴い反抗・自己主張の程度が激しくなるこ

とを想定していたが、実際には、反抗・自己主張の程度尺度と月齢との間にほとんど相関はな

対応の種類 母焦点型 物焦点型 子焦点型 母子焦点型

月齢
（全体） .15 －.01 －.13 .38 (.23)

 **   *            **   *

（第1子 ／ 第2・3子） .28 /－.07 .07 / －.19 －.22 / －.06 .41 (.28) / .25 (.14)
**     **      **   **     **

反抗・自己主張
の程度              （全体） .35 .20 .02 .13

 　　　**  　　 　**  *     

（第1子 ／ 第2・3子） .32 / .40 .28 / .05 .01 / .04 .20 / .07
  **     **     ** **

発達変化
（全体） .07 －.07 .06 .44 (.32)

         **   **

（第1子 ／ 第2・3子） .07 / .02 －.05 / －.17 .13 / －.14 .45 (.34) / .31 (.23)
     **   **      **   * 

注　1） * p<.05, ** p<.01

　　3） 月齢と母子焦点型対応の(   )内の相関は，発達変化をパーシャルアウトした偏相関
発達変化と母子焦点型対応の(   )内の相関は，月齢をパーシャルアウトした偏相関

Table 4　反抗・自己主張の程度尺度，発達変化尺度と母親の対応尺度の相関

　　2） 人数は，全体　N=270，第１子　N=182，第２・３子　N=88．ただし，欠損値があったデータは除外して相関係
　　　数を算出しているため，データ数はそれぞれの組み合わせによって異なる．
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く、また反抗や自己主張の程度の尺度得点に、月齢群間で有意な差は見られなかった。ゆえに、

前半の仮説に関しては、加齢に伴い反抗・自己主張が激しくなる、という前提自体が支持され

なかったと言える。一方、後半の仮説に関しては、発達変化尺度と月齢の間に有意な正の相関

があり、かつ、発達変化尺度と母・子焦点型対応との間に正の有意な相関がみられたことから、

支持されたと言える。

最後に、「母親の対応は子どもの出生順位によっても異なる（仮説③）」という仮説に関する

結果を整理する。出生順位による差異は、物焦点型対応以外の全ての対応でみられた。まず、

母焦点型対応については、子どもの月齢が低い場合に限って、第2・3子の母親の方がより頻

繁にこれらの対応をとっていた。また、子焦点型対応については、子どもの月齢が低い場合に

限って、第1子の母親の方がより頻繁にとっていた。さらに、母子焦点型対応については、子

どもの月齢にかかわらず、第1子の母親の方がより頻繁にこれらの対応をとっていた。

上記の3つの結果を、a.子どもの加齢に伴う母親の対応の標準的な変化、b.母親の対応の変

化と子どもの発達的変化との関連、c.母親の対応の個人差、d.対応の変化から読みとれる母親

の変容、という4つの観点から総合的に解釈、考察する。

a. 子どもの加齢に伴う母親の対応の標準的な変化 本結果からは、子どもの加齢に伴う母親の

対応の変化として、子どもの出生順位に関わらず、高月齢群の母親の方がより頻繁に母子焦点

型対応をとることが示された。これは、子どもの加齢に伴い、母子双方の意図や関心に焦点化

した、相互調整的なやり方による対立の解決が試みられるようになることを示唆する。ただし

これはこの時期に、母焦点型対応や物焦点型対応、子焦点型対応といった他の対応が用いられ

なくなり、母子焦点型対応に取って替えられることを意味するのではない。なぜならいずれの

月齢群でも、3つの各対応の頻度は、母子焦点型対応の頻度に比して相対的に高かったからで

ある。このことから解釈すると、加齢に伴う母子焦点型対応の頻度の増加は、母親の対応の選

択肢が広がり、より多様な対応がとられるようになったことを意味しているのではないかと考

えられる。

b. 母親の対応の変化と子どもの発達的変化との関連 本結果では、子どもの月齢と発達変化尺

度、母子焦点型対応の間にそれぞれ正の相関が見出された。このことから、加齢に伴う母子焦

点型対応の頻度の増加には、主に理解力の発達を中心とした、子どもの発達的変化が関与して

いることが確認された。より正確には、子どもの側の理解力の発達が母親に認知されるように

なるに伴い、より頻繁に母子焦点型対応がとられるようになった、と考えることができるであ

ろう。母子焦点型対応に分類された対応は、子どもの側がその言語的な意味内容を理解でき、

かつ呈示内容に対して関心を有している時に初めて、効力が発揮される対応であると考えられ

る。ゆえに、これらの対応と主に理解力の発達を中心とした発達的変化との間に関連がみられ

たことは、妥当な結果であると言える。ただし、発達変化尺度の影響を取り除いてもまだ、子

どもの月齢と母子焦点型対応の偏相関は有意であった。このことは、理解力の発達を中心とし
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た子どもの発達的変化以外にも、母子焦点型対応の増加につながる他の要因が存在することを

示唆している。

c. 母親の対応の個人差 仮説②では、加齢に伴い子どもの反抗や自己主張が激しくなると想定

した上で、母親の直接的な非難や叱責が増加すると予想した。しかし本結果では、子どもの月

齢と反抗・自己主張の程度尺度との間にはほとんど関連がみられず、反抗・自己主張の程度に

関する親の認知は、月齢に依存していないことが示された。よって、反抗・自己主張の程度尺

度の得点の個人間差は、子どもの気質などの個人差を反映している可能性が高いと考えられる。

本結果で認められた、反抗・自己主張の程度と母焦点型対応の間に正の相関は、気質的に反抗

や自己主張を強く示す子どもの母親ほど、より頻繁に母焦点型対応をとる傾向があることを意

味していると解釈できよう。

d. 対応の変化から読みとれる母親の変容 出生順位に関連した個人差では、第1子の母親の方

が第2・3子の母親に比して、いずれの月齢でも母子焦点型対応を多くとっていた。また、子

どもの月齢が低いうちは、第1子の母親の方が第2・3子の母親に比して、子焦点型対応をより

頻繁にとっており、母焦点型対応はそれほど頻繁にとっていないことが示された。Figure 1か

ら、第1子の母親、第2・3子の母親のそれぞれにおける対応の横断的変化のパターンを読みと

ると、第1子に関しては、子どもの月齢が低いうちは子どもの意図や要求に沿った対応がとら

れることが多く、加齢に伴い、母親の意図や要求に直接的、間接的に子どもを従わせる対応

（母焦点型対応や母子焦点型対応）が多くとられるようになることが分かる。一方、第2・3子

に関しては、子どもの月齢が低いうちから親の意図や要求に子どもを従わせようとする傾向が

あり、母子焦点型対応以外の対応については、その頻度が子どもの加齢によってほとんど変化

していないことが分かる。

この結果については、主に二通りの解釈が想定できる。一つは、育児経験の有無という観点

からの解釈である。第1子の母親の場合には、この時期に初めて、子どもから強い反抗や自己

主張を受けるため、どの程度まで子どもの要求を受け容れ、どの程度まで親の意図や要求を通

すのかという基準を、試行錯誤の中で育て、身につけていくものと考えられる。同様に、子ど

もとの間に生じた意図や要求の対立を解消する方法についても、試行錯誤を経ながら身につけ

ていくものと考えられる。子どもの月齢が低いうちは、第1子の母親の方が第2・3子の母親よ

りも子焦点型対応を多くとっていたことから推測すると、第1子の場合には、母親の側が必要

以上に、子どもの意図や要求に合わせようとすることがあるのではないかと考えられる。それ

が、ある程度の期間を経て、子どもの要求を受け入れる基準が明確に形成されるにつれて、適

度に子どもの意図や要求を受け入れ、適度に自身の意図や要求を通そうとするようになるのか

もしれない。あるいは、子どもから反抗や自己主張を向けられる期間が長くなると、子どもの

要求にばかり合わせていることは困難になると考えられる。ゆえに、必然的に、母親の意図や

要求に従わせることが増えてくるのかもしれない。これに対して、第2・3子の母親の場合に
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は、どの程度まで子どもの要求を受け容れ、どの程度まで親の意図や要求を通すかという参照

枠を、既に経験的に持っていると考えられるため、改めてその基準を探る必要性は少ないもの

と思われる。ゆえに、第2・3子に関しては、この時期に大きく対応が変化することはないの

であろう。

もう一つは、母親の時間的、精神的余裕という観点からの解釈である。母親が家事や育児に

割くことができる時間や労力には限りがあるため、子どもの人数が多くなれば、1人の子ども

にかけられる時間や労力は少なくなる。ゆえに、第2子以降の場合には、母親の意図や都合に

従わせざるを得ないことが多くなり、早い時期から母焦点型対応をとることが多くなるのかも

しれない。また、説明や説得をしたり交換条件を呈示したりするなど、相互の意図の調整を図

ることは、その場に限ってみれば、子どもの意図や要求に母親が全面的に従うこと、あるいは

子どもを母親の意図や要求に従わせることに比べ、より時間や労力を要するものと考えられる。

ゆえに第2・3子の場合には、母子焦点型対応をとることが相対的に少なくなるのかもしれな

い。

ところで本結果では、第1子の母親に関しては、子どもの加齢に伴い母焦点型の対応や母子

焦点型対応の頻度は増え、子焦点型対応の頻度は減ることが示された。この変化については、

対応の一貫性が減じるという、否定的な方向への変化として解釈することもできるであろう。

しかしここでは、その時々の母、子双方の意図や要求を調整すべく、多様な対応がとられるよ

うになる、つまり、対応に柔軟性が増すという、肯定的な意味を持つ変化として解釈するのが

妥当であるように思われる。なぜなら、加齢に伴い頻度に増加がみられた母子焦点型対応は、

子どもの理解力の発達に伴い多くとられることが明らかになった対応であり、ゆえに、子ども

の発達的変化に対する親のセンシティビティの高さを反映した対応であると考えられるからで

ある。また、第1子の母親では、子どもの月齢が低い時には対応間の頻度に開きがあり、月齢

が高くなるとその開きが小さくなっていた。一方、第2・3子の母親では、子どもの月齢が低

いうちから母子焦点型対応を除く3種類の対応が同程度の頻度でとられていた。このような、

第2・3子の母親にみられた特徴は、対応の一貫性の低下というよりは、育児経験を重ねたこ

とに伴う、養育スキルの熟達化の結果と解釈するのが適切であろう。ゆえに、子どもの加齢に

伴って、とられる対応の頻度が均等化した、という第1子の母親にみられた横断的変化は、こ

の時期の親子にとっての発達課題、すなわち、目標修正的なパートナーシップの形成

（Bowlby, 1969）という課題に沿った、肯定的な変化として捉えることができると考えられる。

では、本結果で見出された母親の対応変化は、親としての発達という観点からみると、どの

ように解釈できるであろうか。子どもの探索範囲が拡大し、反抗や自己主張が激しくなるこの

時期には、親としてとるべき新たな役割が顕在化するものと考えられる。すなわち、子どもに

まだ、自身の意図や要求を明確に表現し伝達するスキルや、自身の意図を実現化するための運

動スキル、自身の情動をコントロールするためのスキルが十分でないうちは、親が子どもの意
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図や要求の理解者としてそれらを読みとり、適切な対応（子どもの要求を叶える、情動状態を

調整するなど）をとる必要がある。本結果の「子焦点型」対応は、このような、子どもの理解

者としての親の役割を反映した対応であると解釈できるであろう。それが、子どもの行動範囲

が広がり、かつ、要求や主張が明確になってくると、子どもが他者と共存していかれるよう、

母親をはじめとする他者の意図・要求や社会のルールを子どもに伝え、自分と他者の意図や要

求の調整の仕方を教えていくことが必要となる。「母焦点型対応」や「母子焦点型対応」は、

このような社会化の担い手としての親の役割を反映した対応であると解釈できる。前者の、子

どもの意図や要求の理解者としての役割は、子どもが小さいうちは特に重要であると考えられ

るが、その後もずっと続くものであると考えられる。一方、後者の、子どもの社会化の担い手

としての関わりは、乳児の時から既に始まっているであろうが、その相対的な必要性や重要性

は、子どもの行動範囲が広がる歩行開始期に増すものと考えられる（Gralinki,& Kopp, 1993）。

この解釈を、子どもの出生順位ごとの母親の対応に関する結果に当てはめると、どのような

ことが言えるであろうか。まず、第1子に関する横断的変化（第1子の場合には、子どもの月

齢が低いうちは子どもの意図や要求に沿った対応がとられることが多かったが、加齢に伴い、

母親の意図や要求に直接的に子どもを従わせる、母焦点型対応が多くとられるようになった）

は、第1子の場合にはこの時期に、子どもの理解者としての役割から社会化の担い手としての

役割へと、母親がとる役割の比重が大きく変わったことを意味していると考えられる。つまり

この結果は、第1子の母親の場合にはこの時期に、親としての役割の分化が進むことを示唆し

ている。一方、第2・3子に関する結果（第1子の場合に比して、子どもの月齢が低いうちから

親焦点型の対応と子焦点型対応が同じ程度でとられており、かつ、両対応の頻度は、子どもの

加齢に応じて変わらない）は、第2・3子の母親の場合には、子どもの月齢が低いうちから、

子どもの理解者としての役割と社会化の担い手としての役割を、ある程度バランスよくとりえ

ていることを意味しているのではないかと考えられる。このことより、第2・3子の母親は、

時には相反することもある、理解者としての役割と社会化の担い手としての役割という2つの

異なる親役割を、第1子の時の経験を通じて統合しえているのではないかと考えられる。

さらに、第1子の母親と第2・3子の母親のそれぞれにみられた横断的変化の共通点と相違点

に着目すると、この時期の親の発達には、少なくとも2つの側面があることが浮かびあがって

くる。まず、両者に共通してみられた変化（子どもの加齢に伴い、母子焦点型対応が多くとら

れるようになり、また、その頻度は、理解力や思考力等の諸スキルの向上を中心とした子ども

の発達的変化と連動していた）は、この時期の子どもの発達的変化に促される形で、親の対応

スキルの熟達化が進むことを示唆している。一方、先に述べた両者の相違点（母焦点型対応と

子焦点型対応の頻度の変化の有無）は、第1子の母親と第2・3子の母親の経験の差（すなわち、

過去に子どもから強い反抗や自己主張を受けた経験があったかいなか）によるものである可能

性が高いと考えられる。ここから、子どもから強い反抗や自己主張を受ける、という経験その
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ものを通して、親としての役割の分化と統合が促されるのではないかと解釈できる。

最後に、今後の課題を2つ挙げておきたい。第一に、本研究は横断的研究であるため、本結

果を縦断的な研究によっても確認していく必要があるだろう。第二に、本研究では母親の対応

という、行動上の変化に焦点を当てたが、今後の研究では、対応の背景にある母親の内面的変

化を合わせてみていくことが必要であろう。特に、本結果では子どもの反抗・自己主張の程度

や発達的変化と母親の対応の間に関連が見出されたが、これらの関連は、母親にとってはどの

ような意味的つながりを有するものとして認識されているのだろうか。母親の内的経験に焦点

を当てていくことによって、なぜこの時期に母親の対応に変化が生じるのか、その背景的な要

因をより詳しく知ることができるだろう。
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