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愛着とワーキングモデル

久保 恵

Attachment and Internal Working Models 

KuBo Megumi 

1. 愛着理論の展開

(1) 愛着理論の背景

Bowlbyが愛着理論の構想をまとめあげたのは1950~60年にかけてのことである。彼の初期の

研究は“マターナルデプリベーション”という言葉で知られているように，乳幼児期における丹

性的養育の長期的喪失が，子どもに多大な精神的苦痛を引き起こし，全生涯に深刻な影響を及ぼ

すことを明らかにしたものであった。当時のイギリスの劣悪な施設や病院の環境に訴えかけるこ

とから始まった研究であったが，後に一般家庭での正常な子どもの発達過程に目を移していく中

で， Bowlbyは物理的な分離の有無や養育の断絶だけではなく，親子の“きずな”の質的問題や

交互作川のあり方といった，よりデリケートな側面に焦点を向けていくようになった。

Bowlbyは，精神分析学を踏襲した上で，精神分析学が環境要因を軽視してファンタジーに重

点を置きすぎることや科学的検証性が無いことなどに疑問を感じていた。彼は比較行動学とめぐ

りあったことで，その実証的な概念や方法論と精神分析学とを統合しながら新たな理論を展開し

た。例えば， Freudの動因説では，母子のきずなは母親が子どもの生理的欲求を満たしてくれる

ことで形成される二次的なものとみなされていた。また，早期母子関係を重視した Kleinの対象

関係論でも，母子の生理的・心理的結びつきを璽視し，精神的構造は生理的プロセスとの関わり

の中で芽生えてくるものと見られていた。（例えば；おっぱいを与えてくれる乳房：良い母：良

い自分）。これらに対し， Bowlbyは， Lorenzのガチョウの研究（孵化匝後のヒナは，食べ物を

もらう前から母親の後を追う，インプリンティング）や Harlowの赤毛サルの研究（哺乳ビンを

取り付けた針金製母親より，哺乳ビンのない綿毛製の母親にしがみつきたがる）結果などを示し

ながら，母子の愛着を，食欲など本能とは別個の“心理的きずな”とみなし， “一次的動機づけ

システム”と唱えた (Bowlby,1973)。Bowlbyはまた， Freudの決定論的な発達理論（各段階

の固着点への退行という病理的なモデル）にも不満を感じ，発達の道筋は多様で，生活体と環境

との相互作用で決定されていくものと考えた。当時の精神分析に批判を唱えていたのは Bowlby

だけではなく， Winnicott,Fairbairn, Balintなどの対象関係論では，乳幼児期の母子関係を

勇視する Klein派の影響は受けつつ，動因論は棄却して関係論を提起した。彼らは，幼児的な依

存とは違うより成熟した依存性が成人にもあることを唱えた。 Balintの“一次性愛”“しがみつ
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き本能”や， Fairbairnの“一次性対象探索”といった考えに． Bowlbyは共通性を見出してい

る。 Bowlbyは「依存」という言葉にはネガティプな響きが含まれると考え，そうではなく誰も

が生得的にもつ生物学的機能として，特定の区別された人物との間に築く情緒的なきずなに「愛

着」という概念を与えた。この様に． Bowlbyの愛着理論は，精神分析学的な理論を，批判も交

ぶより実証的に漸成的な発達的文脈で，健常な関係にも適用可能であるように展開していった

ものと言える。

(2) 定義

「愛着理論は本質的には空間 (spatial)理論である」と Holmes(1993)は述べている。つま

り，愛する人物のそばにいる時は幸せで，離れていると不安になる。見ること，聞くこと，触る

ことなどによって愛着が成就すると快感が得られるのだが，それだけではなく，その安心感を基

に自分のための新しい探索を始めていけることに愛着の軍要な意義がある。

Holmesの定義によると，愛着愛着行動，愛着行動システムとはそれぞれ愛着理論の心理カ

動的 (psychodynamic)，行動的 (behavioral)，認知的 (cognitive)側面を意味するものと説

明されている。すなわち，愛着とは「個人の愛着の状態と質に関する包括的な用語」であり，安

定（安全感を感じる）と不安定（愛と依存，拒絶される恐れ，警戒心など複雑な感情）に分ける

ことができる。不安定な愛着感を持つ人は愛着対象にしがみつきたい気持ちや罰を与えたい気持

ちなどを起こしやすい。そして実際にそのような気持ちのもとにおこされる行動は愛着行動とし

て観察できる。愛着行動とは「ある特定の弁別された好ましい人物に対する接近，または接近を

維持しようとするなんらかの行動様式」であり，愛着対象との分離や分離の危険性によって誘発

される。そして，それら愛着と愛着行動との甚盤となるのが愛着行動システムであり，「自己，

菫要な他者，およびそれらの相互関係が表象化 (represented)され， また個人によって示され

る愛着の特定のパターンを具象化 (encode)するところの 1つの青写真，あるいはモデル」であ

る。これは個人の内部に形成されるもので，それに基づいて外的世界を予測したり関連づけたり

する比較的固定した表象モデルであると Bowlbyは考えて，“ワーキングモデル（内的作業モデ

ル） （Internal Working Models, IWM)"と名付けた。

愛着関係は次の 3つの甫要な側面から定義できる。すなわち愛着対象との“接近顧望”“安全

基地効果”“分離抵抗＂である。“安全基地＂という用語は， Ainsworth(1982)が表現した用語

であり，その本質は「好奇心と探索のための飛躍台を提供すること」である。すなわち人は，分

離あるいは分離の危険性があると“抵抗”を示し“接近”しようとし（「愛着行動」），“安全の基

地”で安心感が得られると探索に向かって行く（「探索行動」），と考えられる。

(3) 愛着の発達

人間は他の動物と違って非常に未熟な状態で生まれるため，愛着システムの発達に数力月を要

すると Bowlbyは考えた。子どもが愛着にまつわる行動を示し始めるのは生後 6カ月ほどしてか

らである。しかし母子の相互作用は誕生直後から始まり， この間の母親の応答性がその後の愛着

の質を決定していく重要な要因であると Bowlbyは述べている。このことは Ainsworthの研究

によって実証された。すなわち Ainsworthは， 1歳の子どもが新奇場面法 (strangesituation) 
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で母親に示す愛着の質が，生後 1年間の母子の関わりを観察することで予測できることを示した。

子どもは生後 6カ月を過ぎると，母親との分離による抵抗や人見知りなど，愛着に関わる現象

を明確に示すようになる。このような変化は，子どもが自分で移動できるようになる時期と一致

するものであり，探索行動と愛着行動とを繰り返しながら複雑なコミュニケーションシステムを

構築していくのである。この時期の子どもは“丹親とのできる限りの接近＂を「設定目標 (set-

goals)」とする愛着システムをもっているため，固親を安全基地として利用しながら探索し，分

離に対しては抵抗のサインを示す。愛着行動は親の養育行動と相補的に成り立つと説明されてい

る。つまり，不安の強い親は，子どもの探索行動を抑制して子どもを息苦しく感じさせるし，放

任の親は，子どもに安全基地を提供できないため，探索行動に向かえない子どもに不安感や自暴

自棄をおこさせる。子どもの方も親の応答性に応じて，声を大きくしがみつく様な愛着行動を示

したり，あるいは，失望しない程度に距離をとった愛着行動を示したりするようになる。

子どもが 3, 4歳になって，言語的能力が増大し心理的能力が向上してくると，行動的記述の

みでは表現できない複雑なパターンをもつようになってくる。親が親自身の目標や計画をもつ別

個の人間であることを理解し始め，必ずしも身体的接近がなくても安心していられたり，自分が

親に影響を及ぼす方法を考えることができるようになってくる。母親が去ろうとする時， 1, 2 

歳児のように泣くだけではなく，誘ったりすねたりと様々な手段を用いることができる。

その後，愛着システムは対人関係一般についてのその個人自身のシステムとなり，愛着対象と

の関係を離れても有効に作用するものとなっていく。 Bowlbyが「愛着に関係する情報処理にお

ける個人特有の心的ルール（Bowlby,1973）」と説明したワーキングモデルという概念が， ライ

フサイクルにわたる愛着を考える上で有効になるのだ。

(4) ワーキングモデル

ワーキングモデルという術語自体は Craik(1943)に始まる (Bretherton,1990a)。人は，外

的に行動を起こす以前に，内的に様々な行動の選択肢をシミュレートし，自ら予測した状況に反

応すると彼は考え，人が環境について構築する力動的な表象構造についてこの言葉を用いた。

Johnson-Lairdが“メンタル・モデル”として認知活動一般に精緻化した概念を， Bowlbyは，

より特異的に愛着という現象に沿って定式化した。

Bowlbyのワーキングモデルの概念については次のように要約できる。すなわち，子どもは，

愛着対象との具体的な経験を通して，“愛着対象が，支援や保護の求めに応じてくれる種類の人

であるかどうか”といった，愛着対象への接近可能性，愛着対象の情緒的応答性などに関する主

観的な確信，表象（愛着対象，あるいは世界に関する IWM)を形成する。一方，同時に“自分

が他者から，特に愛着対象から受容され，援助され得る種類の人物であるかどうか”といった，

他者に対する自分の働きかけの有効性に関する主観的な確信，表象（自己に関する IWM) をも

相補的な形で形成する。これらは．実際的，客観的な関係の反映というより，主観的な経験のカ

動的体制化であり．相互に補い合い強め合いながら発達する。すなわち，母親が支持的で応答的

である時，子は母親を良いもの，安定したものとして内在化し，さらにそれに応じて自分を価植

ある存在．愛され助けられるに値する存在と表象可能になる。一方母親が非応答的であったり，

拒絶的であるような時，子は母親を悪いもの．不安定なものとして内在化し．それに応じて自分
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が愛され助けられるに値しない存在であるという確信的な表象を作り上げてしまう。ワーキング

モデルは，愛着に関連する情報の統合，あるいは注意．記憶，感情，行動などの体制化を進行さ

せる個人特有の心的ルールとして，大概は意識外で，あらゆる時間，あらゆる人間関係において，

働くようになるのだ。 (Bowlby, 1973, 1980 ;遠藤， 1992;久保田， 1991;戸田， 1991)

Bowlbyのワーキングモデルという考えは． Beckらの認知療法の考えとかなり接近している

ことを Holmes(1993)は指摘している。認知療法では．人は“基本的仮定”という個人特有で

確信的な表象に珪づいて外的世界を予測したり関係づけたりすると考え，思考の悪循環にはまっ

ている人達に対して．その確信的な認知のあり方を問い頂していく。とくにうつ病者に対しては，

うつ特有の自動思考という偏った認知に気付いていくことが効果をあげている。 Bowlbyは，人

生初期に形成されたこのような仮定は特に永続的で，後の経験によって変えることが困難になり

やすいと考えた。そして，健全な発達という良き循環に対して， 自他についてのネガティプな仮

定が自己充足的予言になるという悪循環の考えで神経症を説明しようとした。

Bowlbyは，欠点をともなったワーキングモデルという考えで，いくつかの神経症的な愛着パ

ターンを記述している。すなわち，“不安定型愛着”の甚本的問題は，非予測的であったり拒否

的であったりする養育者との間に愛着を維持することの問題である。この場合， ワーキングモデ

ルは，正確な (accurate) 自他表象に基づいて形成されるのではなく，養育者と適応していかざ

るを得ない対処 (coping) の上に形成されていくのだ。 2つの基本的な方略は“回避

(avoidant)" と“執着 (adherence)"であり．それぞれが回避的愛着． アンビバレント愛着と

なっていく。回避的愛着の場合．子どもは拒否されることを未然に防ぐため愛着に対する要求を

最小限にとどめようとする一方で．養育者からの拒否が意識されないように距離をおいた接触を

続けようとする。この様な知覚的防衛の機制を Bowlbyは“防衛的排除 (defensiveexclusion) 

(Bowlby, 1973)" と呼んだ。アンビバレント愛着の場合には．養育者へのしがみつきが生じ．

しばしば過度な服従や，世話の役割逆転がおこる。この場合．養育者への怒りの感情は防衛的に

排除されやすくなる。これらの反応は，愛着を維持するための機能ではあるが代償を伴うもので

あるし．明らかに限界がある。このような愛着パターンが固定し．すべての対人関係において反

復的に示されるなら不適応が生じるであろう。また，防衛的排除は，そのモデルが新しいことを

経験した場合に更新することができないということを意味している。それらの例として．外的情

報を 1つの固定的な作業モデルに合致するように強引に変えてしまう場合（親の拒否的な振る舞

いを． ‘あれは愛情ゆえのものであり，結局私の親は素晴らしい＇ と解釈してしまう。）や，同一

の愛着対象に対して両立しえないモデルが共存する場合（意味記憶表象‘良い母＇とエビソード

記憶表象‘虐待された個々の思い出＇ とが統合されない。）などがあげられる。 Bowlby(1980) 

は，一時的な認知的，情緒的葛藤のみならず．より長期にわたる対人的不適応．虐待などの愛着

関係の障害．重篤な精神病理などの背景に，以上のような防衛的情報処理過程が関与しているこ

とを想定した。 Holmes(1993)は．防衛的排除の中心的問題を．苦痛の感情を情動的に処理し

ていく機会の欠如とみなし． このことが結果的に憎しみと自暴自棄という原始的感情の持続性を

もたらし，情緒的な成長や発達を抑制すると指摘している。

このように，人生早期の愛着パターンが長期にわたってパーソナリティーに重要な影轡力をも

つことが諸家によって提唱され実証的に研究が進められていった。
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2.実証的研究

どのような科学的進歩も研究法の開発と密接に関係しているものであるが．愛着研究も方法論

の開発に呼応して展開してきた。

1950年代から1960年代にわたって行われた BowlbyとAinsworthの研究に端を発した乳幼児

期の発達研究は． Ainsworthが開発した“新奇場面法 (strangesituaton procedure ; S S P)" 

によって活性化した。これは．母親と 1歳児と実験者とで構成される 8場面からなるドラマであ

り．愛着行動の有無および質をとらえる方法である。実験室で，乳幼児が母親と分離される時

（ストレス場面）．再会する時の行動パターンにtに注目しながら．親との関わりの中で乳幼児が

安心感を得るために用いるストラテジーを分類する。母親のそばでは活発に探索し．分離に悲し

み．再会時には接近をしてなぐさめを求める安定 (secure)群．接近しながらも悲しみや不安が

なかなかおさまらないアンビバレント (ambivalent)群，分離に苦痛を示さず，おもちゃなど

の遊びに注意を向け続ける回避 (avoidant)群．さらに．いずれにも分類不能で．凍結や常同

運動などの混乱した行動を示す非組織 (disorganaized)群に分類される。一般に妥当性と信頼

性の認められている技法であるが．その分類分布には文化的差異が報告されている。繁多 (1987)

の報告では， ドイツはアメリカよりも回避型が一般的であったり， 日本ではほとんど回避型は見

られずアンビバレント型が多く見られるなど，実験室状況が子どもに意味するものが文化的影響

を受けることも示唆されてはいるが． これら国際問の差異よりも社会経済的状態や家庭の問題で

見られる差異の方が大きいと Holmes(1993)は述べている。このように．新奇場面法による愛

着研究によって．早期の子どもと養育者との相互作用がどのようなパーソナリティや愛着の型を

作りだすのかについて極めて一貫した証拠が明らかになっていった。

乳幼児期以降の愛着が本格的に研究され始めたのは， 1980年代も半ばに入ってからにすぎない

(Hazan & Shaver, 1987; Kobak & Sceery, 1988; Main, Kaplan, & Cassidy, 1985など）。愛着

のパターンが，パーソナリティーと不可分に結びついて．生涯的にかなりの連続性を有するとの

立場に立つと，対象年齢も拡大する。そこで従来の乳幼児対象の愛着行動に韮づいた研究では．

理論的にも方法論的にも限界が生じてきた。理論的には．愛着の一貫性を説明するために．環境

要因のみではなく．個人内に過去と現在をつなぐ何らかのメカニズム，つまり愛着経験を内在化

したモデルを考えることが必要になった。また方法論としては． これまでの外的な愛着行動のパ

ターンに依存した新奇場面法に限界が生じ．ここでも．愛着関係の内在化された側面．表象レベ

ルの愛着関係より具体的には愛着に関する思考．記憶，言語．情動の体制化という側面からの

検討が試まれ始めてきたのである (Bretherton,1985など）。こうした流れを踏まえて．愛着理

論の中でもワーキングモデルの考えがクローズアップされてきた。

年長児の内的表象に視点を向けた研究方法として． Mainet al (1985), Bretherton (1991 b), 

Cassidy (1988) らは，絵画完成課題．文章完成法．分離再会場面を示す人形劇でのストーリー

作成という遊びの技法を開発した。子どもは愛着経験を遊びや想像的活動に表現すると彼らは考

えた。親からの応答性が欠如していた子どもが．顔や腕のない絵を描いたり．人形劇において分

離された児を助ける方法が考えられないことなどが報告されている。

この技法において，安定型，回避型，アンビバレント型．非組織型にそれぞれ対応するパター
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ンが分類されたのだが． これらが早期の愛着パターンから持続しているものであるのかに視点を

おいた．ワーキングモデルの連続性についての検討がなされてきた。 Bretherton,Ridgeway, 

and Cassidy 0990)は． 37カ月児を対象に．家族が登場する物語完成の課題を与え， そこで分

類された愛着表象と， 18カ月時の新奇場面法における愛着行動との関連を見出している。同じく．

Cassidy (1988)は． 6歳児を対象に，実際の分離ー再会場面によって調べた行動レベルの愛着

と，人形や物語を通した表象レベルの愛着との連関を見ている。さらに． Mainet al. (1985) 

やGrossmannand Grossmann (1991)の縦断的研究により． 6歳時の行動レベル，表象レベ

ルの愛着が．乳児期の新奇場面法における愛着分類によってかなり予測可能であることを示して

いる。これらは．内在化された愛着の時間的一貫性を示唆する結果であり． Bowlby仮説の部分

的検証になっていると考えられる。しかし．時間的な限界や方法論上の困難などにより．縦断的

な研究は未だ児童期以降には至っていない。

さて．青年期以降になると． Mainなどによる成人愛着面接 (AdultAttachment Inteview: 

AAI) (Main & Goldwyn, in press) と呼ばれる半構造化された面接方法を用いた研究が多くな

る。 Mainらは，基本的に個人に内在化された愛着に時間的安定性が存在すると仮定し．子ども

の示す愛着スタイルと，成人の示す愛着スタイルおよび愛着に関する表象との間には何らかの対

応性が存在して然るべきだと考えた。すなわち．乳幼児の新奇場面法における行動の組織化と．

成人の愛着に関する言語．思考．記憶のパターンの組織化との間には平行関係が存在するという

仮定 (Main& Goldwyn, 1984)から．乳幼児における各タイプに対応する成人の愛着スタイル

が．特定の面接手続きを通して見えてくると考えたのである。具体的には．幼児期における父母

との愛着関係の記憶過去の愛着関係から現在の対人関係への影響．自分の愛着関係一般に対す

る態度などの想起を求め．その内容や内容の一貫性．あるいは面接に対する構えなどを把握する

ことによって．成人の愛着表象を．愛着軽視（拒絶）型 (dismissingor disoriented)． 自律型

(autonomous)． とらわれ型 (preoccupied)の3類型．場合によっては未解決型 (unresolved)

(Ainsworth & Eichberg, 1991; etc.）を含めて 4類型（それぞれ顧に，新奇場面法における．回

避型．安定型．アンビバレント型．非組織型に対応する）に分類することを可能にした（遠藤．

1992)。愛着軽視（拒絶）型は．自分の人生における愛着の重要性や影響力を低く評価するタイ

プで．表面的には親を理想化し．ポジティプに評価するものの．親との相互作用やエビソードを

具体的な形ではほとんど言語化しないなどといった特徴を示す。子ども時代の経験から引き起こ

された感情に対する防衛が強いためと考えられている。自律型は．過去の愛着関係が自分の人生

や現在のパーソナリティーに対して持つ意味を深く理解しているタイプで．自分の愛着の歴史を

ポジティプな面．ネガティプな面併せて．整合一貫した形で語ることが可能である。そのため．

聞く人に共感を引き起こす。必ずしも良好な思い出のみが語られるだけではなく．拒否体験や喪

失体験が語られることも決してまれではない。とらわれ型は．自分の愛着の歴史を首尾一貫した

形で語ることができない（語る内容に矛盾が認められる）上に．自分の過去．特に親が過去に自

分に対してとった行動に対していまだに強いこだわりを持っている（深くとらわれている）タイ

プで．親に対する自分自身の現在の見方を語る時．激しい怒りを示すことがある。また．罪悪感

を引きずっていたり．両親を喜ばせなくてはならないという気持ちに執着していることもある。

最後に未解決型とは．過去に外傷体験や愛着対象の喪失体験を有し．それに対していまだに葛藤
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した感情を抱いている，あるいはいまだに喪 (mourning)の過程から抜けだしていないタイプ

で，時に発話の中に非現実的な内容が人り交じる（例えば，死んでしまった対象がまだ生きてい

るかのように話す）ことがある。この型に分類される人は極めて少数である。

実のところ， AAIの分類手続きは，完全には公にされていないのではあるが． この手法を用

いた研究は数々なされている。 Kobakand Sceery (1988)は大学生を対象に AAIを実施し， こ

れと自他評定による社会的適応力との関連を見た。自己報告した社会的適応性のみならず，他者

評定によるものとも関連していたことにより， AAIで分類される愛着表象が，現実の対人関係

と関連していることが示唆された。また， AAIを用いて，愛着の世代間伝達の研究が多くなさ

れている。例えば， AAIによる親の愛着表象の分類と，その子どもの新奇場面法による愛着夕

イプとに明らかな関連性が認められている (Ainsworth& Eichberg, 1991など）。 Fonagy,

Steele, & Steele (1991)は，妊娠中の親にAAIを実施し，その結果から，子どもが 1歳時点で

の新奇場面法による子どもの愛着の型を70％予測しうることを示している。

AAIについては，語られる門登そのものよりも，語り方が，実際の愛着行動や子どもの愛着

タイプと強く関連するという結果が， とりわけ典味深いことである。 AAIは8つのスケール

（父との愛情的結びつき，母との愛情的結びつき，役割逆転の有無，思い出の質，両親への怒り，

親子関係についての理想，幻滅，談話内容の一貫性）に従って評定されるのだが， Fonagyら

(1991)は，それらの中で「面接内容の全体的な整合一貫性」（主に自己内省力， self-reflection)

が最も子どもの愛着の安定性を予測すると述べている。また， Main(1991) は， 自分自身の思

考のプロセスに焦点を合わせる能力，すなわち“メタ認知的モニタリング (metacognitive

monitoring)" という概念を提唱した。 Mainによると． AAIでは，過去にあったことの記憶

（内容）よりも，それをどう解釈し統合しているかという構造的整合一貫性 (coherence/consist-

ency) という要因が，その個人の現在の関係性のあり方に関連すると述べている。ここで述べら

れている「整合一貫性」とは， もっともらしくつじつまの合っているだけの状態ではなく，過去

の体験について（不幸な体験であっても），ポジテイプ／ネガティプいずれの面からも，客観的，

メタ的に捉らえ直し，主体的な体験として統合，内省がなされている状態である。

Bowlbyはネガティプな感情を処理する能力（すなわち，離別や対象喪失の苦痛を感じて． そ

れを処理する能力）を，精神的健康の中心的標識とみなしている。不安定なモデルをもつ親は，

子どもの苦悩に適切に反応できない（無視したり，巻き込まれたりする）ため，子どもは苦悩を

処理できずに原始的防衛機制に頼らざるをえない， という循環が世代間伝達の研究結果によって

裏付けられる。母親から一貫した態度を受けることや，母親の応答性への信頼感を持てることに

よって，筋の通った自分史が育まれ（自叙伝的能力），それが内省能力につながると考えらる。

防衛機制などによって形成された一貫しないワーキングモデルの重大な問題点は，経験に照らし

てモデルを改善していきにくいことにあると Bretherton(1987)は述べている。つまり，一貫

したモデルであれば新しい情報に開かれているのに対し，防衛的なモデルでは．某本仮定に反す

る情報には鈍感であり続けるのだ。 Brethertonによると，こういったワーキングモデルの再構

成には．今まで近づきがたかった情報を意識的自覚の中に取り入れて，完全に再組織化や再表象

化を行うといった過程が必要となってくる。愛着理論の観点に立つ治療のプロセスでは安全の基

地の確保ということが前提条件となり．その中で個人の内省力を高め，精神構造の一貫性を増大
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し，自叙伝的能力を促進していけると考えられている (Holmes,1993)。治療的過程の中で．個

人のワーキングモデルがどのように変化したかを裏付ける実証的研究は見られていないが，世代

間伝達の研究からはあまり良好とは言えない愛着の歴史を持つ母親の中にも．現在安定した表象

モデルを有し．子に適切な関わりを持つことのできる母親が相当数存在することが報岩されてお

り (Grossmann& Grossmann, 1991; Main et al., 1985; Ricks, 1985)．早期の体験の重要性を

認めながらも．それを決定論的に見るのではなく．モデルの変容可能性や，その変容過程が最近

問われ始めている。

さて．自叙伝的能力に光を当てた面接法である AAIは． もっとも広く用いられている方法で

あるものの．そのスコアリング．分類に不明瞭さが否めないことを Crittenden(1990) などが

指摘している。また．実際の研究で用いるには侵入的になる恐れなども懸念される。そこで，

AAIを用いずに独自の質問紙などを用いた研究がいくつか考案されている。 Hazanand Shaver 

(1987)は．乳児が新奇場面法でとる行動パターンに対応させて，成人の行動パターンを 3種類

(Secure/ Avoidant/ Anxious• Ambivalent;安定／回避／アンビバレント）記述し．その記述を

そのまま尺度としていずれかのタイプに分類させた。これと現在の恋愛関係の持ち方などに関連

があることを見ているが．この分類は 3種類の記述の中から 1つを強制的に選択させるものであ

り．方法論上の問題が指摘されている。そこで．この記述をより精度の高い多項目質問紙に再編

する試みがいくつかなされており． 日本でも．託摩・戸田 (1988) などが． Hazanand Shaver 

の研究を基礎にした質問紙を用いて青年期を対象とするワーキングモデルの研究に取り組んでい

る。彼らも， Hazanらのオリジナルの尺度に含まれる各特性を項目化し，更に各スタイルに関

連すると思われる特性項目を独自に収集して，成人の愛着スタイルを測定するための複数項目か

らなる評定尺度を作成した。その質問紙から，オリジナルの 3タイプに対応する 3尺度を抽出し．

個人がどの特性を優位に持っているかが，その個人の恋愛体験．恋人や母親のイメージとそれぞ

れ関連があることを見出した。また，戸田 (1989)は． この尺度（戸田． 1988によって改定）で

分類されたタイプと． VTRに録画された初対面の人物（刺激人物）に対する情報処理の違いと

の間の関係を認めている。

しかし． これら質問紙を用いた研究の多くがワーキングモデルとしているものは．従来の愛着

研究における作業モデル．あるいは AAIなどによって測定される作業モデルと概念的に多少異

なっているのではないか， ということが遠藤 (1992) などによって指摘されている。つまり

Hazanらは． ワーキングモデルという語を．現在個人が持っている対人関係． 自己や他者のあ

り方に関する表象に対してのみ当てて． これを愛着表象や愛着スタイルとは独立の次元として扱っ

ている。そこで． これらの研究で別々に問題にされる変数のいくつかは． AAIではあくまで個

人の愛着表象を測る下位要素ということにさえなりかねない。少なくともこれらの研究から得ら

れた関連性の結果については， AAIを用いたものとは同一次元で議論できないように思われる。

筆者自身は． AAIなどにおける語り方や防衛のあり方への注目が， ワーキングモデルの“働き

方”（情報処理過程）を調ぺるのに有効であり，実際に語られる内容や質問紙調杏への回答には．

その個人のワーキングモデルが“働いた結果”（情報処理結果）が表われているのではないか，

と区別して考えている。

そこで筆者は，絵の中の親子の状況，気持ち，展開を問うことで，愛着に関わる親子状況につ
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いての情報処理の個人差を調べる方法，『親子状況ピクチャー（PictureAttachment Relational 

Situation; PARS)」を考案した（久保， 1995)。絵は，父親・丹親それぞれとの段階的に葛藤度

を増す 3場面ずつ計 6場面に，分離・再会場面を加えた 8場面からなる。自身に焦点化されない

第三者の親子状況についての反応を問うものであるため，侵入度も低く，より少ない防衛のもと

で，個人に内在化された愛着表象の質が投影されると考えられる。 PARSへの反応と， 自分の

親子関係を回想して記述させた結果 (AAIを参考に，表出情緒の深さと思い出接近容易性とを

軸に分類）とを比較したところ，自身の親との関係を自己体験として捉らえられている者ほど，

PARSでの反応も気持ちに情緒的な記述がなされやすいことが認められた。また， 自身の父母

それぞれとの関係が，絵の中の父親場面，母親場面それぞれに反映されることが確認されたこと

で，自分の両親との関係が内在化されたモデルで愛着にまつわる情報が処理されること，また両

親それぞれに関係特異的なモデルが存在することなどが示唆された。

3.今後の課題

Bowlbyの愛着理論は，まず健常な発達過程を実証した上で，病理的な経緯を説明しようとし

ている。早期の母子相互作用の中から，愛着表象が子どもに内在化され．対人関係を育むモデル

となっていき．それが配偶者の選択に影響したり，自らの子育てに関与してくるという一連の研

究結果が成果をあげてきているが．いくつかの問題点と今後の課題とが挙げられる。

マターナルデプリベーションから端を発した Bowlbyの研究は，当時のフェミニストから批判

を受けるほどに，母性を過剰に理想化するものでもあった。現在でも研究や理論化は母子の相互

作用に力点が置かれていて，父親の役割については実証的な研究も少なく，共通の理解や理論化

がなされていない。古来 Freudの精神分析理論では，父親の役割は社会の権威を象徴する存在

として扱われていた（田中， 1991）。しかし近年ではこのような図式はあてはまりにくく，親子

関係という中では，父親は母親よりはるかに不安定な役割や地位を担っているのではないかとも

述べられている（中原， 1982）。守屋 (1982)は，子どもが乳児期の間には，父親が子どもに父

性を発揮するより前に，母親に対して夫性を発揮した方が，父母子の 3者のバランス上望ましい

と述べている。母親による父親（夫）への好意度が，子どもの父親への良いイメージと関連する

といった報告は，そもそも父親は子どもと接触する時問が母親よりずっと短いことと関連してい

ると思われる。果たして，子どもと父親とのつながりは，母親を士台にしての二次的なものであ

るのかについての議論は，愛着理論では賛否の別れるところである。乳児が，まず，母親に愛着

を形成した後それを上台にして父親も愛着の対象としていくとの報告もあるし，一方，父親，

母親への愛着形成時期は同時で，両者への愛着は必ずしも相関していないために，父親への愛着

はかならずしも母親への愛着を士台とするものではない，との報告もある。繁多 (1987) は，従

来の SSPに，父母子場面，父子場面，父子とストレンジャーとの場面を加えてストレンジシチュ

エーションを実施した。その結果， 1, 2歳児の場合は，母親を主たる愛着対象としているもの

がほとんどではあったが，それでも父親をも愛着の対象としているという証拠は多くの子どもに

見られた。また，父親への愛着は 3歳になると急激に増している， と報告している。やはり父親

との間にも，国親とのものほど強烈ではなくても，あるいは母親とは違った方向で，菫要な情緒
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的なきずなが生じてくるものだと考えられる。久保 (1995)の調査からも，父固それぞれへの関

係特異的なモデルの存在が示唆されたり，父親との関係が疎遠であったために一層母親との関係

にとらわれるといった，三者の関数の中でそれぞれへのモデルが形成されるダイナミクスが伺え

た。マザリングではなくペアレンティングという現代の文化社会的文脈の上で，力動的な観点を

もった研究と考察が期待される。

また，特に青年期以降の愛着研究は女性を対象にしたものがほとんどである。筆者は青年男女

にAAIに準ずる調査を行ったところ，著しく性差が見られた（久保， 1995)。これは方法論上の

問題とも関連してのことであるが，女性にとってワーキングモデルの自律性（過去の体験を自己

体験として統合して語れること）の基準となる，親子関係についての接近容易性や情緒的関与の

深さが，男性にそのまま適用できるかが疑問となる。つまり．青年期の男性にとっては，自身の

親との関係を綿密に語れる健康度とはまた別に，あっさりと情緒的にはむしろ希薄な形で親との

関係を語れる健康度というものも考え得るのではないかと考えられた。その一方で．青年期男性

においても，情緒的に綿密に関係を語れる者もいたし，また女性においても，男性の希薄適応型

のようなタイプも見られた。過去の親子関係を想起させて，その語り方（内省力，整合一貫性）

から， ワーキングモデルを検討する場合，常にその切り口やスタンダードといったものは，時代・

文化・社会などの影響を免れない。“適応”という状態を考えるのにも， これらの要因は大きく

影響してくる。その上で，親子のきずなのあり方や内在化のされ方やその働きについて，なにが

普遍的で，なにが時代・文化・社会の影響を反映するものかを整理してみる必要があると思われ

る。性差の検討は，そこに 1つのヒントを与えてくれるものかもしれない。

さらに，愛着理論と精神病理との関連についてであるが，初期の Bowlbyは，子どもの頃の親

との死別と抑うつ，マターナルデプリベーションと精神病質，不安定な愛着と広場恐怖，などと

いった単純な関係論を述べていたが，早期の特定の愛着パターンが特定の精神病理と単純に関連

するとは考えにくく，他の多くの要因も発病には影響してくると思われる。 Fonagy(1991)は，

アタッチメント理論の立場から，境界例患者の特徴を，“心的能力の欠如”．すなわち．情動と関

連した自己と他者の心的状態についての適切な内的表象を欠いている状態であると述べている。

境界例患者の多くが，過去に外傷体験をもち．自身の苦痛を象徴的に表象化する能力を奪われて

いると述べられているが． これは境界例の発生原理だけを説明するものではないと思われる。結

局のところ，不安定な愛着は精神病理の前兆として菫要であるところまでは述べることができる

が，今後，アタッチメントの発達過程にそって．危惧される病理性の深さを検討するような理論

化が試みられることを期待する。例えば，関係の中でおこった葛藤を回避しつづけるモデルが生

みだす病理と．その様な葛藤を生みだす以前の関係性さえ築けていない段階での病理とには，明

らかに深さの違いが考えられる。

アタッチメント理論に立つ治療の核は．治療の場を空間的にも心理的にも安全基地として提供

することで（治療者の一貫性，信頼性，反応性，患者の情動に対する同調など），患者の探索能

カの開始を促すことにある。正常な子どもの成長が，養育者からのどの様な関わりや援助から促

されるのかを検討し，そういった体験につまづいた患者に，治療者が治療という場でそれを提供

しようとする枠組みであると思われる。実際の臨床の場でアタッチメント理論を適用することが，

どのように患者理解に役立ち，どの様に治療の流れを掴むのに貢献するのか，先ほどの病理性の
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問題とも絡んでくるのだが，その効用と限界についての検討も今後の課題と思われる。
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