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私の研究
こどもの心

― 個人差の出発点

田辺

稔（たなべ

みのる）

福島学院大学 福祉学部 こども学科
教授

「私の研究」シリーズ2019年度は、昭和16年（1941）の創設以来、
「真心こそすべての
すべて」という建学の精神に基づき、より地域社会に開かれた大学を目指し、実学
に根ざした教育を行っている福島学院大学の先生方に、１年間ご執筆いただきます。
どうぞご期待ください！！

はじめに

います。臨床心理学は専門ではありませんが、心

2017年９月に「公認心理師法※」が施行され、

のケアに人々の関心が集まり、教育、福祉分野ば

我が国で初めて国家資格に位置づけられた心理専

かりではなく企業・事業所においてもその必要性

門職の資格が誕生しました。同法と公認心理師法

が求められてきている事や、さらにはこのような

施行規則に基づき、第一回国家試験が2018年９月

気運の中で、心や性格、あるいはパーソナリティ

に実施され、約27,000人が資格を取得し公認心理

に興味や関心を寄せていただくことは、心理領域

師として登録されました。民間資格ではありまし

を専攻とする者にとってもある意味喜ばしきこと

たが「臨床心理士」の養成に続き、本学でも国家

です。

資格としての「公認心理師」養成に関わる指定科

私の専攻である教育心理学領域でも、幼児の教

目を整備し、大学学部および大学院を通した一貫

育・保育場面で「性格の発達」や「行動の個人

した教育課程を編成し公認心理師養成に取り組ん

差」という観点は大切に扱われてきました。しか

でいるところです。

し、公認心理師や臨床心理士のような支援を対象

心理学に関する専門職といっても、今回の公認

とした「性格」のとらえ方と、発達を対象とした

心理師や従来の臨床心理士の基礎は「臨床心理

「性格」へのアプローチが必ずしも一致している

学」であり、公認心理師の誕生は臨床心理学の先

訳ではありません。さらに言えば、支援を対象とし

生方や研究者の方々のたゆまぬ努力の賜と考えて

た中でも認知行動的に捉えるか、現象学的な立場
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に立つかにより性格やパーソナリティのとらえ方

どその研究は少なくなる傾向です。２）３）確かに新

に大きな相違がありますし、発達的観点から見て

生児や乳児と比較し、幼児や児童以降の各段階の

も、幼児・児童へのアプローチと発達の初期である

ほうが大きな個人差を見いだしやすいでしょう。

乳幼児とでは見方・とらえ方に温度差があります。

しかし、新生児や乳幼児に個人差が全く見いださ

今回、本原稿を纏めていく機会を頂き、改めて

れない訳ではありません。むしろ私たちは日常的

発達初期の個人差の観点を見直してみたいと思い

な経験から「扱いやすい赤ちゃん」と「むずかし

ます。私たちはいつ頃から心の発達における他者

い赤ちゃん」の存在を理解していますし、「上の

との相違、性格や個人差を見いだしているので

子と違って、この子はよくむずかる」といった言

しょうか、それは親の養育行動にどのように関係

い回しから、赤ちゃんそれぞれの違い、言い換え

１）

しているのか一度確認していきたいと考えます。

れば個人差を了解しているといえるでしょう。

※ 公認心理師は「国民の心の健康の保持増進」に

一般的にみて、個人差は、親の養育態度や兄

役立つ心理専門職の資格を担保するために、「その

弟姉妹の有無等を含む環境や生後の経験により、

業務の適正を図り、もって国民の心の健康の保持

徐々に育まれるものと思われてきたことも幼児期

増進に寄与することを目的（公認心理師法

以降の発達に関心が向いた要因ではないでしょう

第１

条）」として誕生した国家資格です。文部科学省と
厚生労働省との共同所管とされ、学校教育、福祉
領域、また保健医療の分野で、支援を必要とする
人へ、心理学に関する専門的知識・技術をもって
援助を行う事を業務としています。

か。実際、新生児・乳幼児にも、個人差として観
察される行動上の特徴が組織的に研究され始めた
のは意外にも20世紀後半と心理学の歴史から見て
も最近のことです。

２．生得的な個人差と養育－子ども側の都合
１．個人差の研究は意外に最近のこと

新生児・乳幼児にも、個人差として観察される

私たちはいつ頃から心の発達における他者との

行動的特徴があることに注目し、組織的な調

相違、言い換えれば、個人差を見いだしているの

査研究を手がけたのはアレクサンダー・トマ

でしょうか。生後間もない、「赤ちゃん」の時期

ス（A.Thomas）とステラ・チェス（S.Chess）

は身長・体重に大きな差違はなく、ある程度の動

（1968.1986）と言うアメリカの精神科医のチーム

作は観察できても、泣いているか寝ているかの状

でした。彼らは、親の養育態度の相違や環境の違

態で、極めて限定的で、その子らしさを特定でき

いだけでは説明できない個人差を想定し、生後２、

る材料は多くありません。家庭での育児が始まっ

３ヵ月の時点からおよそ12年間、100人を超す子

ても赤ちゃんの、その子らしさ、個性と言った場

どもたちを対象とした縦断的な観察と調査を行い

合、子どもを囲む大人たちにとっては、身体的な

４）
ました。

大きさや顔の特徴に関心が向けられ、また同時期

彼らの研究では、予め観察のポイントとして用

に複数の子どもらと比較出来ない状況も相まって、

意された幾つかの行動上の特徴を養育者に評価し

行動上の差まではあまり関心が払われない傾向に

てもらう方法を用いて、際だった個人差が観察さ

あります。

れにくいと思われていた乳幼児期以降、ある一定

その子らしさを、性格やパーソナリティという

期間、幼児期から児童期まで比較的長期にわたっ

観点で見ていく専門的な研究でも、幼児・児童あ

て観察される特徴的な差を見いだしていきました。

るいは思春期、青年期を対象とした分野では多く

用意された観察のポイントは、身体の活発な動

の研究がありますが、発達が初期になればなるほ

きや静かな状態の継続時間の長さ、短さ、また運
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表：子どもの示す典型例
育てやすい子
（easy child）

ウォームアップの遅い子
（slow to warm up child）

難しい子
（difficult child）

睡眠や排泄など生活や身体的リズ 新たな刺激や場面では躊躇しやす 生活など不規則な反応であり、機
気 質 的 な 特 徴 ムが規則的。刺激や環境の変化に く順応に時間が掛かる。後に順応 嫌良く過ごすことが少なく、新し
い刺激や環境の変化になれにくい。
するようになる。
も適応しやすい。
順応しやすいが、養育者の躾が過 子どものペースを尊重できる環境 一貫した態度が重要。罰は反抗心
関わり方の視点 度に影響されることもある。放任 では順応できる。養育者側のペー を高める。養育者側の感情コント
ロールが重要。
スでは不安や恐怖を強める。
すると孤独感を高める。
Thomas&Chess1977. 1981
鈴木乙史「性格形成と変化の心理学」プレーン出版 1998 ８）より作成
典型例は上記に加え、何れにも属さない、平均的な次元として観察されるタイプがある。

動の強さや頻度を「活動水準」として、またオモ

to warm up child）」は新たな刺激や場面では躊

チャや人物など初めての刺激に対する傾向を示す

躇しやすく順応に時間が掛かるなどが報告されて

「接近（興味を示す・自ら近づいていく）／回避
（不安や恐怖を抱き離れる）」、新しい環境に置か
れたときの反応や慣れの速さ示す「順応性」など、
５）６）

９つのグループに分けられています。

さらに、彼らはこれらの特徴に基づいて、
「育てやすい子（easy child）」
「ウ ォームアップの遅い子（slow to warm
up child）
」
「難しい子（difficult child）」

います。
このような発達初期に観察される個人差は、当
然ながら、親の養育態度や生活環境からの影響
が少なく、生得的で、非学習的な差として理解
できます。このような人間が生まれながらもっ
ている刺激などに反応する行動特性は「気質
（temperament）」と言う概念で説明されるもの
です。気質に関する研究は、発達初期ばかりでは
なく、性格そのものに関する研究課題ともなりま

とする、子どもの特徴と養育者の関わりに関する

すが、子どもの心の形成なり成長を考えていく場

３つの特徴的なタイプとどのグループにも属さな

合、その出発点で子どもには子ども側の要因があ

い平均的な４つめのタイプを示しています。

ることを理解しておくことは大切なことです。７）

「育てやすい子（easy child）」とは睡眠や排泄

個人差が親の養育態度など環境や生後の経験に

など生活や身体的リズムが規則的で、機嫌良く過

よってのみ育まれるもとするなら、「育てやすい

ごすことが多い子です。また新しい刺激や環境の

子」は母親の優れた養育態度の結果ですし、「難

変化にも適応しやすく、程度の差はあるでしょう

しい子」は不慣れな養育の結果となり、育児中の

が、不適切な対応があっても子ども側からの軌道

母親に大きなストレスを与えます。しかし上述の

修正も期待できるなどの特徴が報告されています。

通り、睡眠や排泄など生理的なリズムが規則的な

対して「難しい子（difficult child）」は全体数か

子どもであれば、子どもの様子から欲求の意味を

らおよそ１割程度観察される子どもらで、「育て

理解しやすくなり、養育行動の予測が可能となる

やすい子」と比較し生活など不規則な反応であり、

などストレスは軽減され育児に自信を持ち積極的

機嫌良く過ごすことが少なく、新しい刺激や環境

になるでしょう。逆に、生理的なリズムが不規則

の変化になれにくいなどの特徴を示しています。

で、新しい刺激や環境の変化になれにくい子ども

一度むずかると長く尾を引くなどが報告されてい

であれば、泣き出す不機嫌な状態を理解すること

ました。また「ウォームアップの遅い子（slow

が難しく、予測も立てられない状態が続き、育児
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そのものが大きなストレスになりかねません。

発達初期の個人差、気質としての行動特性はそ

トマスらの研究は子どもの生得的な個人差を理

れ自体で以降の性格形成が説明できないように、

解し、３つの類型それぞれのタイプに望ましい関

親の養育態度だけで性格が作られていくものでも

わり方があり、望ましくない関わり方があると言

ありません。性格形成における子ども側の要因と

う指摘となります。

して、発達初期の個人差を理解しておく必要があ
ります。

３．性格の形成をめぐる幾つかの要因
発達初期の個人差がその後どこまで影響を与え
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