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母子関係における母親の情動認知の発達
―生後 4ヶ月から 12 ヶ月までの縦断研究―
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問題と目的

　母子関係が発達的に変化していく中で、母親は子どもの情動をどのように推測し解釈してい

るのであろうか。発達初期の母子関係において、母親による乳児の情動の推測や解釈は乳児の

情動の発達に大きな影響を及ぼすことが示されている（Kaye、1982/1993）。もちろん母子関係

における相互作用は、母親と乳児が互いに働きかけ合い、影響を及ぼし合う関係である。しか

しながら、乳児期においては、乳児に情動らしき表出が見られたとしても、それは明確な事象

との有意味なつながりを持たない可能性が高い（Oster et al、1992）。それ故に発達初期の母子

相互作用における母親による乳児の情動認知は、乳児の情動発達における社会的機能としてよ

り重要な意味を持つことが考えられる。それにもかかわらず、これまでの母子関係における情

動研究の多くは、情動表出に伴う行動レベルに焦点を当てたものであり（Hsu&Fogel、2003）（坂

上、2002）、母親の情動認知についての研究はほとんど見られない。

　乳児の情動発達に影響を及ぼす母親の情動的機能として、emotional availability（Emde&Sorce、

1988）の研究が見られる。emotional availabilityとは、母子相互作用における母親による乳児の

情緒表現への気づきと共感的な反応、及び母親の情緒表現の提供という一連の応答能力である。

母親の emotional availabilityについて Emde&Sorce （1988）は、母子相互作用における母親によ

る情動の認知や応答行動に焦点をあてて検討を行ってきた。Biringen（2000）は、母親の情緒

応答性を「sensitivity」「structuring」「nonintrusiveness」「nonhostility」の 4種類に分類し、子ど

もの情緒応答性を「responsiveness to parent」「involvement to parent」の 2種類に分類し、母子

相互作用における母子の表出行動に焦点を当てる検討を行っている。金山 &無藤（2004）は、

Biringen（2000）の主張の基に emotional availabilityを、情動を媒介とした関係性としての母子

相互の情動の利用可能性として位置づけ、乳児の情動調整プロセスとの関連について検証を
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行っている。しかしながら、母親の emotional availabilityにおける認知的側面についての研究

はあまり見られない。

　近年、情動研究において、認知的側面との相補的観点からの報告が見られる（遠藤、2002）。

情動とは認知と協調的に結びつき、人間の生物学的、社会適応を保証する心的装置であり、情

動と認知の界面に位置するものとして情動認知も含めた情動的知性の重要性が示唆されている

（遠藤、2002）。情動的知性については心理学的に様々な検討がなされてきているが（Goleman、

1995）、その定義の広さから明確な知見が得られたとはいえない。遠藤（2004）は情動理解、

情動制御、情動表出の 3つの側面から情動的知性の構造について概観している。乳児の情動発

達における社会的機能として重要な意味を持つ母親の情動的機能としての emotional availability

についても、母子関係の中での母親の応答行動だけでなく、母親の情動認知の検討及び情動認

知と母子の応答行動との関連を検討することで、emotional availabilityの構造の検討が可能とな

ることが考えられる。また Emde（2000）は emotional availabilityの研究を概観し、今後の研究

課題として、情緒応答性の発達的変化、すなわちプロセスについて明らかにする必要性を指摘

している。しかしながら母子関係における emotional availabilityの発達的変化及び構造につい

ての検証は十分とはいえない。

　母親が乳幼児の情動をどのように読みとるかを把握するツールとして IFEEL Pictures（Infant 

Facial Expression of Emotions from Looking at Pictures）が開発されている（Emde、Osofsky、& 

Butterfield、1993）。IFEEL Pictures（以下 IFP）は、前後の状況が明らかではない 30 枚の乳幼

児の表情写真を通して、母親が乳幼児の感情をどのように読みとるかを把握するツールである。

それ故、 日常的な場面における両者の相互作用を実際に観察しているものではない。しかしな

がら、前後の状況が明らかではない乳幼児の表情写真のみでも成人の情緒認知はほぼ一致する

ことが示されている（Emde et al、1985）。また育児中の女性では、写真から読みとった情緒と

次に起こす行動との間に一定の関係があることが示されている（Sorce & Emde、1982）。したがっ

て、IFPは母親による子どもの情動認知を簡便に把握することが可能であると考えられる。

　Emdeらの IFPをもとに、井上・濱田・深津・滝口・小此木（1990）は、生後 12 ヶ月の乳幼

児の写真 30 枚で構成された日本版 IFEEL Pictures（以下 JIFP）を開発した。本研究では、母親

の情動認知の指標として JIFPを使用した。IFPを用いた研究には、育児困難な母親の反応特徴

に関するものや（Butterfield、1993）、方法論についての研究（Osofsky、Drell&Hann、1993）

が見られる。また、JIFPを用いた研究には母親の情動共感性及び母親の情緒応答性と育児困

難感との関連についての検討（小原、2005）や、母親による乳幼児の情動の読み取り反応をカ

テゴリー化し、その反応特徴を検証したものがある（平野ほか 1997） 。しかしながら、いずれ

も Emde（2000）によって指摘されている発達的視点については十分な議論はされておらず、

情動認知の分析に関しては反応のカテゴリー化という量的側面にのみ焦点が当てられている。

母親による乳児の情動認知は、乳児の表情という 1つの視点から解釈され意味づけされるもの

ではなく、乳児の表出行動と前後の文脈を関連づけて、情動を認知している可能性が考えられ
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る（Tronick&Brazelton、1980）。それ故、JIFPにおいても、反応の量的側面だけでなく反応内

容の質的側面、とりわけ文脈という視点からの検討が必要である。JIFPを用いた情動認知の

質的分析に関しては、統合失調症の母親を対象にした研究において、表情以外の文脈からの情

動認知は、情動認知の障害による情動の一般化であるという報告がある（濱田、1990）。また、

母親の感情か子どもの感情かが判然としない母親の回答は、母親自身の情動の投影や深読みで

はないかという推測が述べられている（平野、1997）。しかしながら、乳幼児期においては、

乳児に情動らしき表出が見られたとしても、それは明確な事象との有意味なつながりを持たな

い可能性が高いことが示唆されている（Oster et al、1992）。また、母親たちの多くは、生後 1ヶ

月の乳児にも多くの情動の存在を仮定している（Johnson、1982）。Emde&Sorce（1988）は、

特定の情緒に関する明確な仕種がない新生児に対しても、文脈を基にして様々な特異的な情緒

を読み取る母親の母性的な応答性は、母子の共感的過程に貢献すると述べている。そうである

ならば、発達初期の不確かな情動表出を示す乳児の情動認知に対して、文脈も含め多様な情報

に基づき乳児の情動を解釈する母親は、応答能力が高く、認知する情動の幅が広い母親である

可能性が考えられる。それ故、JIFPにおいても、表情だけではなく、自らの養育経験から文

脈を想定し、子どもの情動を認知する母親は認知する情動が幅広いことが考えられる。また、

このような情動認知能力は養育経験に基づき、発達していくことが考えられる。

　小原（2005）は、母親による JIFPの反応の量的分析において、子どもの快・不快感情の読

み取り傾向が 0歳児の母親と 1歳児の母親で異なる傾向にあることを報告している。また 0歳

児の母親と 1歳児の母親の情動認知の違いは、母親の養育経験による情動認知の発達が要因と

して考えられることを示している。しかしながら、これらの検証結果は横断研究に基づくもの

であり、縦断研究による検証が必要である。

　以上のことから、本研究では、JIFPを用いて、母子関係における母親の情動認知の発達的

変化を検討する。その際に、母親による情動認知反応を文脈利用という質的な視点から検討を

行う。さらに、情動認知の際の文脈利用と読み取る情動の幅広さ、及び母親による子どもの快・

不快の情動認知との関連についても検討を行う。

方法

対象者　愛知県内に在住の子どもとその母親 43 組を対象とした。子どもの内訳は、男児 23 名、
女児 20 名であり、全員が第一子である。観察開始時の子どもの月齢は 4ヶ月、母親の平均年

齢は 30.46 歳（Range25 ～ 43 歳）であった。43 組のうち 40 組は、愛知県の保健所の 3ヶ月検

診に訪れた者、3組が筆者の知人であった。子どもの発達に関しては、42 組が出産時、3ヶ月

検診時において発達上の問題はなく健康であった。1組が出産時にダウン症の診断を受けてい

た。母親と相談のうえ、本研究の分析とは別に個別の分析において発達を検討することとした。

また、1組が母親の復職により、12 ヶ月時点での観察ができなかったため、本研究の分析対象

はこれら 2組を除く 41 組とした。
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調査手続き　愛知県内にある保健所の 3、4ヵ月健診を受診した母子に受付で調査依頼書を渡
し、その場で記入してもらい回収した。調査依頼を承諾された母親 38 組と筆者の知人 3組の

計 41 組に個別に調査を実施した。4ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12 ヶ月の 4時点に、家庭を訪問し、

JIFPを実施した。4ヶ月時点で 10組、6ヶ月時点で 6組が、対象者の都合で保健所のプレイルー

ムで個別に調査を行った

JIFP による情動認知の把握　Emde et al.（1993）によって作成された IFPを、井上ほか（1990）

が日本人向けに改良した JIFPを使用した。本研究では、写真刺激の特徴をより明確に示すた

めに、子どもを持つ保健士 2名及び助産士 1名に JIFPの写真 30 枚において快・不快の評定を

実施し、評定が一致した写真 20 枚の写真刺激を用いた。20 枚の写真刺激に対して、母親が読

み取った情動の自由回答を記述し、カテゴリー化した。また、乳児の情動が快か不快かの回答

の得点化を行った。使用した写真の例を Figure 1 に示す。

Figure 1　JIFP における写真の例
著作権者；日本 IFEEL Pictures 研究会

① JIFPの施行　

　乳幼児の写真はブック形式になっており、日本人の 12 ヶ月の乳児たちの、家庭における日

常的な雰囲気の中で撮影された、様々な表情の写真から構成されている。乳児以外の人物は写っ

ておらず、乳児以外のものも、なるべく写っていない、正面、もしくは、45 度までの乳児の

表情が大部分を占めている写真で構成されている。施行の際には、写真を 1枚ずつ母親に呈示

して乳幼児の感情を尋ねた。「ここに赤ちゃんの表情を撮った写真が 20 枚あります。この写真

の赤ちゃんがあらわしている、一番強くてはっきりしている感情、情緒はどんなものでしょう

か。心に最初に浮かんだ言葉をそのままできるだけ 1つの単語で答えてください。回答には正

しいとか間違っているというのはありませんから気楽にやってみてください」と教示し、自由

に回答してもらった。その後、同じ20枚の乳幼児の表情写真について、それぞれの写真の赤ちゃ

んがあらわしている感情や情緒が、どのぐらい快か不快かについて、5件法で回答を求めた。

実施については、各家庭でそれぞれ個別に行われた。施行時間は 1人につき約 20 ～ 30 分程度

であった。
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②回答のカテゴリー分類　

　平野ほか（1997）による、JIFPのカテゴリー化に従って母親による自由回答を評定、分類

した。本研究での回答者の回答の評定、分類については、JIFPの実施マニュアルに基づき、

調査者と大学院生の 2人で行った。評定者間一致率を算出した結果ｋ＝ .97 であった。評定者

間の不一致があった場合は、合議によって決定した。JIFPのカテゴリー表を Table1 に示す。

本研究では、母親が読み取った情動のカテゴリー数を認知する情動の幅広さの指標とした。快・

不快の回答については、非常に不快（1点）、やや不快（2点）、どちらでもない（3点）、やや

快（4点）、非常に快（5点）の 5段階尺度で回答を求めた。

③回答の質的分類　

　回答者の自由回答を質的に分類するために、写真刺激に対する母親の自由回答を感情焦点型

と文脈焦点型に分類した。分類基準を Table 2 に示す。また、感情焦点型と文脈焦点型の回答

例を Table 3 に示す。

Table 1　JIFP に対する回答を、感情別にカテゴリー分類するための、カテゴリー表
コード カテゴリー カテゴリーの定義 カテゴリー例

101 喜び 喜び、安心、満足等の快感情 おいしい、おもしろい、満足

102 恥 照れ、恥じらい、はにかみ等の感情 恥ずかしい、うふふ

103 疲れ 疲れ、退屈、失望等の感情 飽きた、がっかり、憂うつ

104 思考 思考、空想、もの思い等の状態 考えている、もの思い

105 怒り 怒りの感情 いや、いらいら、拒否

106 悲哀 悲しさ、さびしさ、みじめさ等の感情 孤独、しょんぼり、疎外感

107 眠い 眠気に関するもの あくび、ぐっすり、眠い

108 不安 不安、緊張、心配等の感情 心細い、困惑、ためらう

109 不満 不満、いじけ、すねる等の感情 おもしろくない、ぐずる

110 自己主張 自己主張、意志、意欲などの気持ち 一生懸命、おすまし、決意

111 恐怖 おそれ、恐怖などの感情 怖い、おびえる

112 注意、疑問、驚き 注目、疑問、驚きなどの状態 関心、じっと見ている、夢中

113 対象希求 特定の人を求める、甘えなどの感情 愛情、だっこして、待って

114 苦痛 苦痛など身体的、生理的な不快感 痛い、気持ち悪い、不快

115 欲求 欲求、切望など物質を求める気持ち 欲しい、何かちょうだい

116 嫉妬 嫉妬、ねたみ、うらやみ等の感情 いいなあ、うらやましい

117 我慢 我慢、忍耐などの感情 耐える、歯をくいしばる

118 その他 上記カテゴリーに該当しない感情、無感情 しらける、見下す、軽蔑

ｒ 回答拒否 回答を拒否したもの

Table 2　母親の情動認知の分類基準
分類基準

情動焦点型 乳児の表情写真から情動を読み取る際に、乳児の情動に焦点をあてて情動を認知する

文脈焦点型 乳児の表情写真から情緒を読み取る際に、乳児の情動だけでなく、想定された前後の文脈に焦点をあて
て情動を認知する
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Table 3　母親の情動認知の例
分類例

情動焦点型 ・さみしい。・うれしそう。・悔しい。

文脈焦点型 ・公園かなんかで遊んでいて、遊んでいるところ。とにかく動くのがうれしい。
・好きなおもちゃを取り上げられた後。返してー。ううー。弱々しく返してよー。

結果

情動認知の発達的変化
　4ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12 ヶ月の 4時点における、乳児の表情写真に対する母親の快・不

快得点とカテゴリー数の平均値の推移を、Figure 2に示した。子どもの月齢が高くなるにつれて、

母親による子どもの不快な情動認知が増加し、読み取る情動のカテゴリー数が増加する傾向が

認められた。

Figure 2　快・不快得点とカテゴリー数の年間推移

情動認知型の分類と発達的変化
　4ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12 ヶ月の 4時点における、乳児の表情写真に対する母親の自由回

答を感情焦点型と文脈焦点型に分類した。各情動認知型によって読み取られた写真の平均枚数

の年間推移を Figure 3 に示した。子どもの月齢が高くなるにつれて、文脈焦点型の情動認知が

増加する傾向が見られた。

Figure 3　情動読み取り型別、読み取った写真の平均枚数の年間推移
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情動認知の際の文脈利用と母親による子どもの快・不快の情動認知との関連
　情動認知の際の文脈利用型と快・不快の情動認知との関連について月例ごとの変化を検証す

るために、4ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12 ヶ月の 4時点における、文脈を利用して乳児の情動を

認知した写真の枚数と快・不快得点の平均値の関連を検証した。文脈利用による乳児の情動認

知が増加するにつれて不快な情動を多く読み取ることが示された。

　月齢による変化を検討するために、文脈利用と快・不快得点において、月齢間の被験者内 1

要因の分散分析を行ったところ、文脈利用に関して月齢の効果は有意であった。（F（3、120）

=5.00、p<.01）。さらに LSD法による多重比較を行った結果では、4ヶ月＜ 9ヶ月（p<.01）、 4 ヶ

月＜ 12 ヶ月（p<.01）について有意な関係が認められた。また、6ヶ月＜ 12 ヶ月について有

意な関係が認められた（p<.05）。続いて、快・不快得点において、月齢の効果は有意であった。

（F（3、120）=14.77、p<.01）。さらに LSD法による多重比較を行った結果、4ヶ月＞ 6ヶ月（p<.01）、

4ヶ月＞ 9ヶ月（p<.01）、4ヶ月＞ 12 ヶ月（p<.01）について有意な関係が認められた。

情動認知の際の文脈利用と母親による子どもの情動認知のカテゴリー数との関連
　情動認知の際の文脈利用型と快・不快の情動認知との関連について月例ごとの変化を検証す

るために、4ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、12 ヶ月の 4時点における、文脈を利用して乳児の情動を

認知した写真の枚数とカテゴリー数の平均値の関連を検証したした。文脈利用による乳児の情

動認知が増加するにつれて母親による乳児の情動認知のカテゴリー数が多くなることが示され

た。

　月齢による変化を検討するために、文脈利用とカテゴリー数において、月齢間の被験者内 1

要因の分散分析を行ったところ、文脈利用に関して月齢の効果は有意であった。（F（3、120）

=5.00、p<.01）。さらに LSD法による多重比較を行った結果では、4ヶ月＜ 9ヶ月（p<.01）、 4 ヶ

月＜ 12 ヶ月（p<.01）について有意な関係が認められた。また、6ヶ月＜ 12 ヶ月について有

意な関係が認められた p<.05）。続いて、情動認知のカテゴリー数において、月齢の効果は有

意傾向であった。（F（3、120）=2.41、p<.1）。さらに LSD法による多重比較を行った結果、 4 ヶ

月＜ 9ヶ月（p<.1）有意傾向な関係が認められた。また、4ヶ月＜ 12 ヶ月（p<.05）について

有意な関係が認められた。

考察

1．母子関係における母親の情動認知の発達的変化の特徴
　本研究では、JIFPを用いて、母子関係における母親の情動認知の発達的変化について、生

後 4ヶ月から 12 ヶ月までの縦断研究に基づき検討した。その結果、子どもの月齢が高くなる

につれて母親による子どもの不快な情動認知は増加し、読み取る情動の幅が広くなることが示

された。小原（2005）は、育児困難感の高い母親は低い母親に比べて、不快な情動認知が低い

という結果を報告している。育児困難感の高い母親は、子どもの不快な情動を読み取ることに

よって生じるであろう、自らの不快感情のコントロールやその後の試行錯誤的な応答への不適
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応から、このような結果が得られたのではないかと推測している。子どもの月齢が高くなるに

つれて母親が読み取る子どもの情動の幅が広くなり、子どもの不快な情動認知が増加するとい

う本研究の結果は、母親による子どもの不快な情動認知における発達的示唆が得られたと考え

られる。すなわち、母親の養育経験は、子どもの様々な情動への試行錯誤的な応答を経験する

ことになる。それ故、子どもの不快な情動も含めた、より幅広い子どもの情動認知が可能とな

るのではないだろうか。子どもとの相互作用による試行錯誤の経験が、不快な情動も含めた様々

な情動認知を可能にしたのではないかと考えられる。

2．情動認知反応における文脈利用と快・不快の情動認知と読み取る情動の幅との発達的関係
　子どもの月齢が高くなるにつれて、母親の情動認知は文脈型が増加する傾向が見られた。ま

た、文脈利用による乳児の情動認知が増加するにつれて母親の読み取る情動の幅は広がり、不

快な情動を多く読み取ることが示された。乳児の情動の存在については、生得的か後天的かで

様々な立場による多くの研究が見られるものの、乳児期においては、乳児に情動らしき表出が

見られたとしても、それは明確な事象との有意味なつながりを持たない可能性が高いことが示

唆されている（Oster et al、1992）。しかしながら、母親たちの多くは、生後 1ヶ月の乳児にも

多くの情動の存在を仮定している（Johnson、1982）。Meins et al.（2002）は、子どもを心を持っ

た存在と仮定して子どもの情動の読み取りや応答行動を行う傾向を mind-mindednessとして、

愛着との関連について検討している。言語を持たず、事象との関連も明確ではない乳児との情

動的な交流は、母親のこれまでの情動的コミュニケーションとは異なる能力が必要とされるこ

とが考えられる。すなわち、発達初期から母親は、乳児における情動の有無に関わらず、乳児

との相互交渉の経験から乳児の情動を推測し、解釈していることが考えられる。情動認知の方

法としては乳児の表情や発声に着目した研究が見られる（Izard et al、1980）（Papousek、

1989）。しかしながら、乳児の情動認知に関しては、1つの指標からだけでなく多次元的な指

標を用いることの必要性も示されている（Tronick&Brazelton、1980）。Bremner（1999）は、乳

児の情動を理解するためには、乳児の反応だけに焦点をあてるのではなく、それが生じる物理

的あるいは社会的文脈全体を考慮に入れる必要性を示している。母親は乳児の情動を推測し、

解釈する際に、乳児との相互交渉の経験から乳児が表出する表情のみでなく、様々な文脈情報

を関連づけて情動を推測し、解釈するという発達的変化を生じていることが考えられた。

3．まとめと今後の課題
　以上のことから、次のことが母親の情動認知の発達的変化の特徴として結論できる。子ども

の月齢が高くなるにつれて母親による子どもの不快な情動認知は増加し、読み取る情動の幅が

広くなることが示された。母子関係における、母親による子どもの情動認知は、子どもとの相

互交渉の経験から、不快な情動認知も含めた幅広い情動の認知が可能になると言えよう。

　子どもの月齢が高くなるにつれて、母親による文脈焦点型の情動認知が増加する傾向が見ら

れた。また、文脈利用による母親の情動認知が増加するにつれて母親の読み取る情動の幅は広

がり、不快な情動を多く読み取ることが示された。従って、母親は、特定の情緒と関連する明
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確な表出行動を持たない子どもの情動認知において、表情のみならず、社会的文脈も利用して

情動を推測し解釈するという発達的変化を生じていることが示唆された。これらの結果は、養

育経験という母子相互交渉の経験によるものである可能性が示された。本研究の問題点と今後

の課題について次の 3点を述べる。

　第 1に、今回、母親による子どもの情動認知を日常の相互交渉場面ではなく、JIFPを用い

て把握した点である。JIFPの妥当性については様々な検証が成されている（小原、2005;井上

ほか、2001）。また、前後の状況が明らかではない乳幼児の表情写真のみでも成人の情緒認知

はほぼ一致することが示されている（Emde et al、1985）。しかしながら、今後は本研究の結果

と日常の相互交渉場面での母親の応答行動との関連について検討し、JIFPの妥当性の更なる

検討が必要であろう。　

　第 2に、母親の養育経験が、子どもの不快な情動も含めた、より幅広い子どもの情動認知を

可能とし、表情のみならず、社会的文脈も利用して情動を推測し解釈するという発達的変化を

生じているという解釈に関してである。この点について証明するためには、母子相互交渉の時

系列的な観察データを分析し、母親の応答行動の内容がどのように変化しているのか詳細な検

討が必要である。

　第 3に、母親の emotional availabilityの発達的変化及び構造についての検証は、本研究では

言及できない。本調査での母親の情動認知の妥当性を検証したうえで、母子相互交渉における

母親の応答行動との発達的な関連について検討する必要がある。また、金山 &無藤（2004）

が報告しているように emotional availabilityは、情動を媒介とした母子関係性であるならば、

母親の emotional availabilityの発達的変化及び構造と子どもの emotional availabilityの発達的変

化との関連についての縦断的な研究が必要である。本研究においても、4ヶ月とそれ以降の月

齢の子どもとの間で母親の情動認知の質に有意な変化が認められた。4ヶ月を過ぎた頃から子

どもは母親との相互注視を始めとして、社会的な認知能力を発達させる。このような子どもの

変化が母親の情動認知に及ぼす影響は大きいことが考えられる。それ故、母子関係における母

親の情動認知及び応答行動と子どもの情動表出との発達的関連についての縦断的な研究が今後

の課題と考えられる。
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