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要旨  

 

私達は、日常の様々な活動を他者と相互作用しながらおこなっている。

そうした相互作用の中で、知識や関心、情動を他者と共有する。こうし

た共有経験によって、私達は情報交換や協力行動をおこない、様々な人

間関係を築いていく。このようなコミュニケーションを可能にするため

には、他者の意図や情動を推測し、自分と他者の関係性を理解すること

が重要である。驚くことに、そのような社会的認知能力は、生後わずか

数年の間に急激な発達を遂げる。ただし、その発達過程における大人と

の相互作用の特徴に目を向けると、高次な社会的認知能力を獲得する以

前から、乳児は大人によって積極的にコミュニケーション場面に参入さ

せられている可能性が浮かび上がる。したがって、乳児期における他者

の意図の理解などの社会的認知能力の発達過程を明らかにする上で、乳

児にとって最も身近な他者である大人との相互作用の影響を無視するこ

とはできない。また、大人が乳児に与える影響だけでなく、乳児から大

人への影響について検討することも必要である。  

本論文は、大人との相互作用を通じて他者の意図などの理解がどのよ

うに発達していくのかを明らかにするため、乳児と大人の対面相互作用

場面において両者がどのように影響を及ぼし合っているのか、そして、

その相互作用の結果、両者の行動や心理にどのような変化が生じるのか

について実験的手法を用いて検討した。それらを総括することで、大人

との相互作用によって形成される行為や注意の共有経験が、乳児の他者

理解の発達的基盤になっている可能性について議論した。  

社会的相互作用を通じた他者理解の発達過程について検討することは、

私達が他者から新たな物事を学んだり、複雑な人間関係を築いていく能

力をいかにして獲得するのかという問題を明らかにするだけでなく、そ

うした能力に障害があるとされる自閉症スペクトラム障害者への支援方

法の提案にもつながりうる。  

 

本論文は全 5 章から構成される。  
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第 1 章では、本論文の問題と目的を述べた。第 1 節では、他者との情

報共有や人間関係の構築といった社会的相互作用の重要な機能を確認し、

その個体発生について検討することの学術的、社会的意義を述べた。  

第 2 節では、他者との円滑なコミュニケーションのために重要な認知

能力として、自分と他者を等価な存在として認識する能力（自他の類似

性）、および、それぞれ固有の意図を持つ存在として認識する能力（自他

の相違性）を挙げ、それらがいつから芽生えているのか検討した。生後 2

年間の乳児と大人の相互作用の発達的変遷を概観することで、生後 9 ヶ

月頃までには、乳児は自他の類似性を認識していることが示された。自

他の相違性の発達については、指さしや選択的模倣がみられ始める 1 歳

前半に重要な転機があり、1 歳半以降、自分と異なる意図を持つ存在とし

て他者を認識するようになる可能性が示唆された。  

第 3 節では、第 2 節で確認した他者理解の発達的変化を踏まえ、本論

文で検討すべき問題を提起した。その問題とは、乳児期の他者理解の発

達過程において大人からの働きかけがどのような役割を果たしているか、

そして、大人からの働きかけは乳児との相互作用の中でどのように生起

しているか、という点であった。大人から乳児への働きかけの特徴とし

て、大人が乳児との相互作用に積極的に物体を介在させ、経験を共有す

ること、笑顔やアイコンタクトなど社会情動的手がかりを誇張すること

などが挙げられる。そうした大人の働きかけによって、乳児は他者との

共有経験や他者の行為の意図を理解している可能性が示唆される。また、

乳児との相互作用において特徴的な大人の誇張的な振る舞い（対乳児行

為、 Brand et al. ,  2002）が、乳児のどのような特徴によって引き出されて

いるのか検討するために、相互作用中の乳児の行動が大人の行動に与え

る影響を調べる必要があることを指摘した。  

第 4 節では、乳児期の他者理解の発達過程において重要な役割を果た

しうる大人との相互作用について検討した本論文の全体的な構成につい

て述べた。  

 

第 2 章では、1 歳児の指さしが大人の応答の変化によってどのように調
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整されるのか、また、指さしによって大人と共有した対象についての経

験を 1 歳児が理解しているのかについて、実験的検討をおこなった。  

関心の対象に向けられる指さしは叙述の指さしと呼ばれ、他者の注意

を対象に向けさせるための行動であると考えられている（ Bates et  al . ,  

1975）。そのため、叙述の指さしは、乳児が他者の視点を理解している証

拠であると考えられてきた。しかし、指さしをし始めて間もない 1 歳頃

においては、乳児は大人との相互作用を促進するために指さしを用いて

おり、指さし産出自体は他者視点の理解の証拠にはならないと主張する

研究者もいて（ e.g. ,  Moore & Corkum, 1994）、一致した結論が得られてい

ない。また、叙述の指さしは「他者と関心を共有したい」という動機に

基づく行動であると考えられてきたにもかかわらず、指さしによって自

分と他者が共有した経験を乳児自身が理解しているかという点（ cf .  共有

経験理解、Moll et a l. ,  2008）は検討されてこなかった。乳児期前半にお

いては、乳児が他者との共有経験を理解するために、大人が乳児との相

互作用に積極的に物体を介在させる必要があることが示されている。乳

児の指さしに対して大人がそのような働きかけをすることで、乳児は指

さしの対象を他者と共有したことを理解している可能性がある。  

本研究は、叙述の指さしに対して大人が応答の仕方を変化させていっ

たとき、1 歳児が自分の指さしをどのように調整するかを調べることによ

って、1 歳児が他者の視点を理解して指さしをおこなっているか否か検証

した。また、それが 1 歳前半と後半とでどのように変化するか調べた。

さらに、1 歳児が、自分の指さしによって特定の対象を大人と共有した経

験を理解しているか調べた。  

具体的には、参加児と向かい合った実験者の視野外に対象（ターゲッ

ト）を呈示し、それを目撃した参加児が自発的におこなった指さしを記

録した。このとき、実験者は参加児の指さしに対する応答を時系列的に

変化させた：参加児の指さしに無反応→参加児にのみ反応→参加児とター

ゲット両方に反応。次に、実験者は他の 2 種類の対象（ディストラクタ）

を 1 つずつ参加児に見せた。最後に、参加児と実験者が 3 つの刺激に再

び遭遇し、実験者が驚きを示したときに参加児がターゲットを実験者に
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手渡すかどうかを調べ、共有経験を理解しているかどうか検証した。  

実験者の応答の変化に対する参加児の指さしパターンには、1 歳前半と

後半で顕著な違いがあった。1 歳前半児は、実験者の応答の変化に関係な

く指さしを続けたのに対し、後半児は、実験者が参加児とターゲットの

両方に反応した時点で指さしを止めた。その一方で、1 歳前半、後半児と

もに共有経験理解を示した。1 歳前半児と後半児をまとめておこなった分

析では、実験者が参加児とターゲット両方に反応した時点で指さしを止

めた参加児が、共有経験理解を示すことが分かった。この結果は、他者

との共有経験理解と他者の視点の理解に関連があることを示唆する。ま

た、共有経験理解を示さない参加児も叙述の指さしをおこなったが、そ

の指さしは他者の注意を操作する目的でおこなわれたものではなかった。 

これらの結果は、1 歳前半児の多くは、大人が何に注意を向けているか

にかかわらず、大人との相互作用を促進するために指さしを用いる一方

で、1 歳後半児は、自分と異なる他者の視点を理解し、大人の注意を対象

に向けさせるために指さしを用いることを示唆する。ただし、1 歳前半児

の中にも、大人が対象に注意を向けた時点で指さしを止めた参加児がお

り、そのような指さしパターンを示した参加児は大人との共有経験を理

解した。このことは、1 歳前半から後半にかけての指さしパターンの発達

的変化に、他者との共有経験を理解する能力が関与していることを示唆

する。  

 

第 3 章では、大人の社会情動的手がかりが乳児の模倣に与える影響に

ついて実験的検討をおこなった。他者の行為を文脈に応じて選択的に模

倣することは、行為の特定の側面に向けられた行為者の注意を共有して

いる証拠になりうる。乳児は 1 歳前半から様々な文脈において他者の行

為を選択的に模倣するようになることが知られているが（ e.g. ,  Carpenter  

et  al. ,  2005; Gergely et a l. ,  2002）、これまでの研究では重視されなかった

点がある。それは、乳児との対面相互作用場面だからこそ生じる大人の

笑顔やアイコンタクトなどの社会情動的手がかりである。社会情動的手

がかりは、相手に何かを伝えようというコミュニカティブな意図のシグ
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ナルであり、言語獲得前の乳児に行為者の意図を明示的に伝えるための

重要な手がかりになっている可能性がある。  

そこで、第 1 節では、社会情動的手がかりが 14 ヶ児の模倣に与える影

響を調べた。参加児と対面した実験者は、2 つの箱のいずれかに人形を入

れる行為を呈示する際、2 種類のスタイル（人形を机上で跳ねさせる、弧

を描かせる）を用いた。このとき、社会情動的手がかり（笑顔、アイコ

ンタクト、オノマトペ）をスタイルまたは最終状態のいずれかに伴わせ

た。その結果、参加児は社会情動的手がかりがスタイルに伴ったときに

高頻度でスタイルを模倣した。この結果は、社会情動的手がかりが参加

児のスタイル模倣を促すことを示唆する。ただし、社会情動的手がかり

にはオノマトペという聴覚情報が含まれていた。乳児は視聴覚情報が同

期した手がかりに敏感であるため（ e.g. ,  Bahrick & Lickl iter,  2000）、社会

情動性というよりは、行為スタイル（視覚情報）に音声（聴覚情報）が

同期していたことがスタイル模倣を促した可能性が残された。  

第 2 節の実験では、社会情動的手がかりではなく人形そのものから出

る物理音が手がかりとなった。その結果、物理音がスタイルに伴うか否

かの条件間では参加児の模倣頻度は変わらなかった。また、両条件にお

いてスタイルよりも最終状態が高頻度で模倣された。  

これらの結果は、大人が行為を呈示する際に伴わせる社会情動的手が

かりが 14 ヶ月児のスタイル模倣を促すことを示している。14 ヶ月児は行

為者のコミュニカティブな意図に応じて選択的に模倣しているといえる。

乳児が他者の意図を理解できるようになる発達過程において、社会情動

的手がかりを伴う大人との相互作用経験が重要な役割を果たしている可

能性がある。  

 

第 4 章では、乳児の行動が養育者の行為の誇張（対乳児行為）に与え

る影響を検討した。養育者が乳児に対して物体操作を呈示するという文

脈においては、乳児の物体操作能力の有無が養育者の行為呈示の誇張度

に影響を与える可能性がある。つまり、乳児が適切な物体操作をおこな

うか否かによって、養育者の行為の誇張度が変化すると予想される。そ
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こで、第 1 節では、生後 11～ 13 ヶ月の乳児とその養育者に、入れ子カッ

プを用いて 3 分間遊んでもらった。養育者は、 4 つの入れ子カップを 1

つに重ねるという物体操作課題（つまり、カップ重ね 3 回）を複数回、

対面した乳児に呈示するよう教示された。乳児の物体操作能力によって

養育者の行為の誇張度が変化するか否か検証するため、相互作用中の「養

育者の課題呈示→乳児の物体操作→養育者の課題呈示」という一連のケ

ースを抽出した。乳児の物体操作がカップを重ねようとする行動であっ

た場合を課題関連ケース、それ以外の物体操作であった場合を課題無関

連ケース（ e.g. ,  カップを叩きつける）とした。各ケースについて、乳児

の物体操作前後における養育者の行為の誇張度の変化を調べた。養育者

の行為の誇張度の指標として、3 回のカップ重ねにおけるカップの移動距

離の平均および分散を用いた。  

その結果、課題関連ケースにおいてカップの移動距離の平均や分散が

減少した一方、課題無関連ケースにおいてはカップの移動距離の分散が

増加した。これらの結果は、乳児の物体操作の課題関連性が養育者の行

為の誇張度に即時的に影響を与えることを示している。さらに、養育者

の行為の誇張度の変化は、その後の乳児の物体操作に影響を与えた。つ

まり、誇張度の増加量が大きいほど、乳児はその後カップを重ねるよう

になった。このことは、対乳児行為が乳児の行為理解、行為共有経験を

促すことを示唆する。  

対乳児行為が乳児の行為学習を促進する機能を持つならば、特定の行

為を学習するための潜在性が乳児にあることが対乳児行為を誘発してい

る可能性がある。そこで、第 2 節では、カップ重ねをおこなうための微

細運動能力をまだ持たない 6～ 8 ヶ月児とその養育者を対象に、第 1 節と

同様の実験を実施した。その結果、課題無関連ケースにおいて養育者の

行為の誇張度は変化しなかった。つまり、 6～ 8 ヶ月児がカップ重ねをし

なかったからといって、養育者の行為の誇張度が増加することはなかっ

た。この結果は、物体操作を学習できる潜在性（カップ重ねをおこなう

ための微細運動能力）がない乳児との相互作用においては、乳児の物体

操作は養育者の行為の誇張度に影響を与えないことを示している。  
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本研究の結果は、乳児の物体操作能力が養育者の行為呈示の誇張度に

影響を与えることを示している。この傾向が 11～ 13 ヶ月児とその養育者

の間でのみ観察され、微細運動能力が未熟な 6～ 8 ヶ月児とその養育者の

間ではみられなかったことは、乳児の学習能力の潜在性（養育者による

誇張があれば新たな行為を学習できる状態、 cf .  発達の最近接領域、

Vygotsky,  1978）が、対乳児行為のトリガーになっていることを示唆する。  

 

第 5 章では、第 2、 3、 4 章の知見を整理し、乳児期の社会的相互作用

における大人と乳児の双方向的な影響についてまとめ、その相互作用を

通じた乳児期の他者理解の発達過程について考察した。乳児と大人の相

互作用の特徴は大人から乳児への積極的で誇張的な働きかけであり、そ

れによって乳児は他者の意図などを理解できる。ただし、そうした大人

の働きかけは乳児の行動によって引き出されているものである。こうし

た双方向的なやり取りを通じて、乳児は、他者の心的状態の理解という

高次な社会的認知能力を獲得する以前から、行為や情動、関心などを大

人と共有する経験を蓄積する。その相互作用経験が乳児の他者理解の発

達を促す可能性がある。  

他者の意図や視点の理解に関連して、自他の類似性や相違性の認識が

社会的相互作用の中でどのように生じるか、ミラーニューロンシステム

やメンタライジングに関する神経科学の知見も交えて議論した。最後に、

今後の課題として、乳児が大人に模倣されることが乳児の社会的認知発

達に与える影響や、乳児との相互作用が大人の神経活動や生理状態に与

える影響、他者理解に関わる二者間相互作用中の神経活動について議論

した。  

 




