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【概要】

本研究は、怒りという感情の表出がどのような機能を有するのかについての認識の発達を検討す

る。先行研究（久保、2 0 0 7）より、怒り表出の機能の認識の発達には多様性があることが示唆され

ている。その多様性を検討するには年齢群としての分析のみでは十分ではなく、５歳から６歳にか

けての一人ひとりの変化の個人差を検討する必要があると考えられる。そこで本研究では、２０名

の子どもたちが５歳であった時点で怒り表出の機能を尋ねるインタビューを行い、１年後の６歳に

なった時点にも再びインタビューを実施し、子ども一人ひとりの５歳から６歳にかけての認識の変

化を追った。同時に、所属園において自由遊び時間を中心に参与観察を行い、子どもたち同士の感

情に関わるやりとりをフィールドノートに記録した。インタビューの結果からは、怒り表出の機能

の認識の発達について次のような４つの経路が見出された；①５歳時点から一貫して建設的な機能

を語らず、否定的な機能についてのみ語る経路、②５歳時点では語らなかったが、６歳時点で友だ

ちの怒り表出の建設的な機能を語る経路、③５歳時点では否定的な機能のみを語ったが、６歳時点

では建設的な機能を語る経路、④５歳時点から一貫して、建設的な機能を語る経路。それらの経路

に対して、参与観察記録（フィールドノート）を援用して、園生活における仲間との感情に関わる

やりとりとの関連を検討したところ、怒り表出の機能について認識することの発達には、その子ど

も自身が園生活において怒りを表出する経験や、いざこざの当事者となる経験、調停や仲裁をする

経験が何らかの役割を果たしている可能性が示唆された。さらに、その子どもを取り巻く他の子ど

もたちが、調停や仲裁をするように成長することが、当該の子どもの園生活における経験を変え、

怒り表出の機能についての認識を変化させる可能性も示唆された。

１．問　題

本研究では、怒りという感情の表出がどのような機能を有するのかということについての認識の

発達を取り上げる。感情表出の機能の認識は、感情的コンピテンス（emotional competence、〈Saarni、

1 9 9 9〉）の７番目の能力（自己の感情表出が他者に影響を及ぼすことを理解し、自己を他者に呈示す
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る方略を調整する能力）の重要な部分を構成するものである。また感情表出の機能の認識は、感情

を調整すること、すなわち感情調整（emotion regulation）を支える基本的な構成素でもある。そし

て、その感情調整をする力は、社会的な適応との関連が深いことが見出されている（E i s e n b e r g、

Spinrad, and Smith、2004）。

従来、子どもの感情についての認識の発達研究においては、感情の先行事象やその後に惹起され

る思考・願望・計画についての理解を尋ねるといった理解研究が数多く取り組まれてきており

（Saarni, Campos, Camras, & Witherington, 2006）、感情表出の機能についての認識は、少数の例外（坂

上、2000；Cassidy, Parke, Butovsky, & Braungart, 1992）を除いて、あまり研究されてこなかった。し

かしながら、Saarni (1999) が指摘するように、感情表出の機能についての認識は、社会的な適応に

も影響を与える重要なものであり、感情にかかわるさまざまな知識やスキルの重要な構成要素であ

る。

そこで本研究では、感情表出の機能についての認識に光をあてることにする。本研究は、感情表

出の機能についての認識の発達を検討する、より長期的なプロジェクトの一部を構成している。そ

のプロジェクトとは、喜び、悲しみ、怒りといった感情について、その感情表出の機能について、

幼児期後期にある子ども達にインタビューによって尋ね、それぞれの機能に気づいているかどうか、

気づいているとしたらどのようなものと理解しているのか、そのような理解はいつごろから始まる

のか、どのように発達していくのかについて、検討しようとしているものである。

そのプロジェクトの一環として、すでに久保（2 0 0 7）において、喜び、悲しみ、怒りといった感

情について、その感情表出の機能についての認識を、５歳時点から６歳時点への、年齢群の変化と

して検討した。それは、坂上（2 0 0 0）において６歳児のみを対象にして喜び、悲しみ、怒りといっ

た感情表出の機能について尋ねたインタビュー方法を参考にして、質問の仕方を一部修正して、６

歳児よりも１年早く５歳時点からインタビューを実施し、さらにその子どもたちの１年後を追って

同様のインタビューを実施したものである。久保（2 0 0 7）においては、インタビューのデータを５

歳時点および６歳時点での年齢群のデータとして扱い、５歳から６歳にかけて一般的にどのように

理解が変化するのかという観点から分析した。その結果、喜びと悲しみの感情表出については、そ

の基本的な機能を、５歳時点でも約半数が語り、６歳時点ではほとんどの子どもが語れるようにな

ったことが見出された。一方、怒りの感情表出については、その機能を語ることは６歳時点になっ

ても容易ではないことが見出された。怒り表出の機能の認識の発達は、喜びや悲しみと比べ、複雑

であることが示唆される。また、そもそも怒り表出の機能には、関係破壊的な否定的な機能と問題

解決に資する建設的な機能といった多面的なものがあると考えられ、そのような機能の認識の発達

には多様性のあることが推測される。そのような発達を検討するためには年齢群としての分析のみ

では十分ではなく、５歳から６歳にかけての一人ひとりの変化の個人差を検討する必要があると考

える。

そこで本研究では、怒りの感情表出に焦点を絞り、さらに、年齢群としての変化ではなく、５歳

時点から６歳時点にかけての一人ひとりの変化の個人差に着目して、分析することにする。それに

よって、怒りという感情表出の機能についての認識がどのように発達していくのか、その発達の経

路は、単一のものであるのか、それとも複数あるのか、複数あるとしたらどのような経路がありう

るのか、について探索的に検討することを本研究の第一の目的とする。

ところで、そのような感情表出についての認識は、どのような場において発達するのだろうか。
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そのことを考える際に、感情調整の発達についての研究が手がかりを与えうる。というのは、感情

表出についての認識は、大きくは感情を調整する力の構成素と考えられるからである。

幼児期における感情調整の発達研究においては、それが展開する場としては、家庭生活と園生活

という２つが考えられている（久保、印刷中）。一つ目の家庭生活については、幼児期に先立つ乳児

期においては子どもの感情調整は、親などの養育者がその子どもを慰撫したり支援したりすること

によって、感情調整を直接的に担うことが多い（K o p p、1 9 8 9）が、幼児期にはいると、養育者は直

接担うというよりも、子どもが自ら感情調整ができるようになることを目指して支援する方向へ、

徐々に変化していくと言われる。そのことを、Appleman ＆ W o l f（2 0 0 3）は、養育者は「感情に関

する徒弟制（emotional apprenticeship）」を子どもに対して行っていると表現している。あるいは、

子どもが経験した感情について養育者と子どもが語り合うことによって、感情経験を捉え直すこと

が行われる（Fivush ＆ Kuebli,1997；Oppenheim,  Nir, Warren, & Emde, 1997）。さらに、養育者により、

感情についてのコーチ（emotional coaching）もなされるようになる（Gottman、1997）。

感情調整の発達が展開する場の二つ目としては、幼稚園や保育園といった集団生活の場が挙げら

れている。そこにおいては、保育者の働きかけに支えられつつ、同時に、子ども同士が相互に影響

を及ぼしあいながら自分たちで調整しあうようになるという姿が見られる。たとえば、泣きについ

てではあるが、柴坂・倉持（2 0 0 3）は、幼稚園において泣きの多かった１人の子どもを対象に，入

園からの１年間ビデオとフィールドノートを用いて観察を実施している。そこでは、泣きの多さの

原因は，年度の前半では環境移行に伴い新奇な場面に直面したことによるものが多かったが，次第

に減少し，後半には，一人の男児とのアンビバレントな関係が泣きの背景にあることが示唆された。

そして，その変容を支えたものとして，保育者の働きかけ（保育者はトラブルにおいて，泣くので

はなく自分の意図を相手に言葉で伝えていくことを働きかけていた）と仲間文化における価値観

（入園当初すぐ泣くので「赤ちゃん」と他児から言われてしまうことが多かったが，赤ちゃん扱いさ

れることは，子ども達の間では評価の低いことであり，その子自身，「赤ちゃん」と呼ばれることを

非常にいやがっていたこと）があると考察している。保育者の働きかけに支えられ、仲間からの影

響を受けて、「泣く」という感情表出行動を調整するようになったと考えられる。

あるいは年長クラスなどで、ドッジボールやサッカーといった球技遊びを取り入れると、はじめ

のうちは、ボールを当てられたり得点を取られたりすると、怒って遊びから退いてしまうことがよ

く見られるが、その遊びを繰り返していくうちに、球を当てられても表情を変えず外野に移動し、

今度は外野で相手に球をあてることに集中するといった姿がよく見られるようになる。これは、仲

間と球技遊びの経験を積み重ねるうちに、仲間と一緒に球技をすることの楽しさを実感し、それを

続けるためには瞬間的に感じられた怒りは抑えるといった気持ちの調整ができるようになったとい

うことではないかと思われる。仲間との関係の重要性が増す幼児期の後半には、園生活における仲

間との活動のなかで、感情調整が進行していくようになると考えられる。

そこで本研究では、園生活における仲間との感情にかかわるやりとりについても、参与観察をす

ることにより、フィールドノートという形で記録をとることにする。その記録資料を援用して、怒

り表出についての認識の発達経路と、仲間との感情にかかわるやりとりとの関連性についても、検

討を加えることを第二の目的とする。

怒りの表出機能についての認識の発達／久保ゆかり

101



２．方　法

参与観察およびインタビューを以下のように実施した。

１）参与観察

首都圏の幼稚園の１クラスに対して、年少クラスの頃から２～３週に１回約２時間、主として自

由遊び場面に筆者が参与観察を実施し、卒園まで継続した。参与観察は、感情に関わる子どもたち

のやりとりを記述する観点から行い、その場で筆記メモをとりつつボイスレコーダーへのメモをも

併用し、それをもとにできる限り速やかにフィールドノートに記録した。

２）感情表出についての認識を尋ねるインタビュー　

久保（2007）と同様に、以下のとおりである。

前述の参与観察をしている子ども達に対して、年中クラスの年度末の２月あるいは３月に、感情

表出についての認識を尋ねるインタビューを実施した。それは、感情生活や感情経験、感情につい

ての知識に関する調査プロジェクトの一環として、実施されたものである。そして、１年後の年長

クラスにおいても年度末の２月あるいは３月に同様のインタビューを実施した。

なお、インタビューにおいては、久保（2 0 0 4）で検討してきた「臨床法」（P i a g e t、1 9 9 7；中垣、

2 0 0 1；大浜、2 0 0 2）を取り入れたインタビュー方法を可能な範囲で用いることにした。Piaget の

「臨床法」は、標準化された質問のみに限定するのではなく、子どもとの自由な対話を通して子ども

の自発的な思考様式を明らかにしようとするものである。感情表出についての認識を尋ねるインタ

ビューにおいても、子どもが自分の考えを最大限に意識化し言語化できることを目指してやりとり

を行うこととした。

３）インタビューの手続き

久保（2007）と同様に、以下のとおりである。

前述の園の一室にて、筆者は子どもと一対一のインタビューをおこなって、感情表出について質

問をした。そのやりとりは、その場で筆記記録をとるとともに録音しておき、後に文字化してトラ

ンスクリプトを作成した。

質問は次の通りである。

〔自分質問〕

自分質問１：○○ちゃんは、幼稚園で怒った（悲しい・うれしい）気持ちになったこと、あるかな？

自分質問１補足：それは、どういうことがあったとき？

自分質問２：怒ったりしている（悲しそうにしている・うれしそうにしている）○○ちゃんを友だ

ちが見たら、友だちは、どうするかな？　なお、自分質問１で「ない」と答えた場合は、「○○ちゃ

んがもしも怒ったりしていた（悲しそうにしていた・うれしそうにしていた）ら」ということばを

添えて、同様の質問をする。

〔他者質問〕

他者質問１: 幼稚園の子どもの人たちは、幼稚園で怒ったりする(悲しそうにする・うれしそうにす

る)こと、あるかな？

他者質問１補足 : それは、どういうことがあったとき？
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他者質問２: ○○ちゃんは、怒ったり(悲しそうに・うれしそうに)している友だちをみたら、どうす

るかな？なお、他者質問１で「ない」と答えた場合は、「子どもの人たちがもしも怒ったり(悲しそ

うに・うれしそうに)していたら」ということばを添えて、同様の質問をする。

自分質問と他者質問の順序は、カウンターバランスをした。感情の種類（怒り・悲しみ・喜び）

の提示順序はランダムであった。

４）分析対象とするインタビューデータ

本研究は怒り表出についての認識の発達を検討することを目的としているので、得られたインタ

ビューデータのうち、怒り表出をめぐるやりとり（すなわち、怒りについての自分質問２ならびに

他者質問２に対する回答）のみを分析対象とする。

また、分析対象者は、前述の園に所属していた年中クラス児のうち、１年後にも年長クラスに所

属していた２０名（男子１０名、女子１０名）とする。本研究では、幼児期における怒り表出につ

いての認識の発達を探索的に検討することを目的としているので、比較的少人数のデータを詳細に

分析することにし、得られたインタビューデータのうちから、男女１０名分ずつをランダムに選び、

検討の対象とした。

なお、年中クラスでインタビューを実施した時点では、子どもたちの平均年齢は、５歳５ヵ月、

範囲は５歳０ヵ月～５歳１１ヵ月であった。その時点のことを以降は、５歳時点と記すことにする。

そのインタビューは、年長クラスに進級してからも、同じく２月あるいは３月に実施された。年長

クラスの時点のことを以降は６歳時点と記すことにする。

５）分析方法

（１）回答カテゴリの抽出　

子どもたちがした回答からカテゴリを抽出する方法は、久保（2 0 0 7）と同様であり、以下のとお

りである。

怒りについての自分質問２ならびに他者質問２に対する延べ４０名分の回答のトランスクリプト

について、１名分を１枚のカード（トランスクリプトカード）に記入し、数回読み返した。次に、

内容を端的に表す仮のラベル（できるだけ子どものことばを用いた）をつけ、ラベルカード(付箋)

に記入した。ひとりの子がいくつかの事柄を述べていると思われる場合には、ひとつひとつにラベ

ルをつけ、別のラベルカードに記入した。それを４０名分についておこなった。次に、内容が類似

していると思われるラベルをまとめ、仮の項目名をつけ、項目名１個を項目名カード１枚に記入し

た。項目名をつけるにあたっては、できる限り子どものことばを尊重することとした。次に、その

仮の項目名カードをおき、それに該当するトランスクリプトカードを並べ、そこで違和感が生じる

場合には、項目名カードの項目名を見直した。その見直しを数回繰り返し、得られた項目名を「回

答カテゴリ」とした。表１に、回答カテゴリの一覧と典型例とを記した。

なお、ひとりの子どもがいくつかの事柄を述べていて、複数の回答カテゴリにわたることを答え

た場合があり得るが、実際にはそのような場合は少数だったので、本研究においては、最初に答え

たものを分析対象とした。

回答カテゴリについての説明をしたうえで、仮説を共有していない別の研究者１名にも、延べ４０

名分のトランスクリプトの分類を依頼した。怒り表出についての一致率は、8 2 . 5％であった。不一
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致の事例は討議により解決可能であった。

（２）５歳から６歳へかけての変化の経路の抽出

２０名の子ども達一人ひとりが、自分の怒り表出への友だちの対応および友だちの怒り表出への

自分の対応について、５歳時点と６歳時点においてどのような回答をしたのかについて、回答カテ

ゴリ（表１参照）に分類し、ひとり１枚のカードに記入した。それらを並べて見比べ、変化の仕方

が類似しているもの同士をまとめた。その変化の仕方の内容を表す文を別のカードに記し、そのカ

ードを「経路名カード」と呼ぶことにした。次に、その経路名カードのみをおき、子どもたち一人

ひとりの回答カテゴリが書いてあるカードを持って、該当する経路名カードのそばに並べ、そこで

違和感が生じた場合には、経路名カードに書いてある文を見直した。その見直しを数回繰り返して、

「経路」とした。

表１　怒りの感情表出への対応　回答カテゴリ一覧

回答カテゴリ

わからない・無答

泣く・怒る

いやだ・きらう

逃げる

なぐる

見ている・見に来る

放っておく

どうにもしてあげられない

先生に言う・先生呼ぶ

一緒に遊ぶ

味方する

どうしたのって

謝罪(相手が・自分が）

謝罪を加害者に要求

とめる・いけない

問題解決方法を助言

話し合う・両者の意見きく

子どもの回答の典型例

「わかんない」、答えない

泣きそう、怒るよ

いやだなって思う、きらわれちゃう、やな顔する

逃げるかもしれない

ぶんなぐる

見てる、集まってくる

ほっとく、話しかけない

どうにもしてあげられない

先生に言って、先生を呼ぶ

一緒に遊んであげる

（怒らせた子に）いけなんだよとか言う、やめてあげてって言う

どうしたのってきいて、なんで怒ってんのってきく

「ごめんね」って言う、もうやらないから許してくれる？ってきく

（怒らせた子に）謝らないと友だちになれないよと言う

（けんかを）とめるしかない、暴力はいけないって言う、だめだよって言う

（ルールを破った子に）ルールを教えたらいいと、（怒っている子に）話す

言い合いで話した方がいい、泣いてる子と怒ってる子と意見聞いて解決する

３．結果と考察

表２は、一人ひとりを区別するために、仮に１から２０までのＩＤ番号を付けて、２０名一人ひ

とりの回答を回答カテゴリに分類した結果を並べたものである。その回答に対して、前節で示した

「変化の経路の抽出」の分析をした結果、以下に示すように、４つの経路とそれ以外のもの３つが見

出された。以下では、それらの見出された経路に対して、参与観察で得られた記録資料も援用して、

それらの発達について検討する。



１）〔５歳からずっと否定的機能を語る経路〕；５歳時点から一貫して、建設的な機能を

語らず、否定的な機能についてのみ語る

表２における、ＩＤ番号１から３までの３名は、５歳時点から一貫して、怒り表出の否定的な機

能についてのみ語った。すなわち５歳時点では、怒り表出の機能について「わからない」と言った

り語らなかったりしたか、あるいは怒りを表出すると「泣く・怒る」との対応や、｢放っておく｣あ

るいは｢見ている・見に来る｣といった距離をもった対応について語った。６歳になると「わからな

い」とか語らないということはなくなって、何らかの機能について語るようになったが、その内容

は、自分の怒り表出に対して友だちは「いやだ・きらう」と言うといった否定的な機能か、あるい

は「見ている・見に来る」として注意を喚起する機能について語るというものだった。また、この
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表２　自分の怒り表出への友だちの対応ならびに友だちの怒り表出への自分の対応

参加者

ID番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

性別

女

女

女

男

女

男

女

男

女

女

男

女

男

男

男

男

女

男

女

男

自分の怒り表出への
友だちの対応

わからない・無答

泣く・怒る

放っておく

わからない・無答

わからない・無答

わからない・無答

わからない・無答

泣く・怒る

泣く・怒る

泣く・怒る

泣く・怒る

泣く・怒る

いやだ・きらう

逃げる

見ている・見に来る

先生に言う・先生呼ぶ

一緒に遊んでくれる

とめる・いけない

とめる・いけない

味方する

友だちの怒り表出への
自分の対応

見ている・見に来る

わからない・無答

わからない・無答

わからない・無答

わからない・無答

わからない・無答

先生に言う・先生呼ぶ

泣く・怒る

謝罪（自分が）

わからない・無答

わからない・無答

とめる・いけない

いやだ・きらう

とめる・いけない

なぐる

先生に言う・先生呼ぶ

どうしたのって

とめる・いけない

とめる・いけない

謝罪（自分が）

自分の怒り表出への
友だちの対応

いやだ・きらう

いやだ・きらう

見ている・見に来る

わからない・無答

わからない・無答

いやだ・きらう

放っておく

わからない・無答

わからない・無答

どうしたのって

味方する

謝罪（相手が）

見ている・見に来る

わからない・無答

謝罪（相手が）

味方する

いやだ・きらう

味方する

味方する

とめる・いけない

友だちの怒り表出への
自分の対応

先生に言う・先生呼ぶ

見ている・見に来る

見ている・見に来る

問題解決方法を助言

とめる・いけない

話し合う・両者の意見きく

どうしたのって

どうにもしてあげられない

どうしたのって

とめる・いけない

とめる・いけない

とめる・いけない

話し合う・両者の意見きく

話し合う・両者の意見きく

謝罪を加害者に要求

どうしたのって

どうしたのって

先生に言う・先生呼ぶ

とめる・いけない

問題解決方法を助言

変化の経路

（註）

経路A

経路A

経路A

経路B

経路B

経路B

経路B

経路Cの途中

経路C

経路C

経路C

経路C

経路C

経路C

別経路

別経路

経路D

経路D

経路D

経路D

註　経路A；〔５歳からずっと否定的機能を語る経路〕
経路B；〔５歳では語らず６歳で建設的機能を語る経路〕
経路C；〔５歳では否定的機能、６歳では建設的機能を語る経路〕
経路D；〔５歳からずっと建設的機能を語る経路〕

５歳時 ６歳時
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３名は、それ以外の子どもたちとは異なり、怒り表出が、「（友だちは私に）どうしたのって（きく）」、

「（友だちは私の）味方する」、「（相手が）謝罪する（ごめんねする）」といった、問題解決の試みを

引き出す建設的な機能を持つことについては、語らなかった子どもたちである。

そこからは、５歳時点から一貫して、怒り表出の機能は、周りの人たちから否定的な対応や距離

をもった対応を引き出すことであると捉えているという発達の経路のあることがうかがえる。１年

の後には、語らないことが減る一方、注意を喚起する機能を語ることが増えるが、問題解決の試み

を引き出すといった建設的な機能については語らないままであった。

なお、この３名は全員女児であり、参与観察においては、年中クラスにおいても年長クラスにお

いても、怒りを表出することはほとんど見られず、いざこざの当事者になることも、いざこざに対

して第三者として働きかけることもほとんど見られなかった子どもたちであった。

女児においては、性別役割として男児よりも怒りが抑制されやすいかもしれないことも考えられ、

怒りという感情表出とその帰結について当事者として経験したり見聞きしたりする機会が制限され

ていて、それについての直接的経験やそれについて考えた経験が相対的には少なかった可能性が考

えられる。いざこざの当事者になることがほとんどないならば、怒り表出の機能を否定的にのみ捉

えることは、園生活での社会的な適応上はとりたてて問題は生じないと考えられる。そしてそのよ

うな怒り表出の機能を否定的にのみ捉えることは、修正される必要のないままに、５歳から６歳へ

と引き継がれていったのではなかろうか。

そうであるならば、この経路ではこの先も怒り表出には建設的な機能もあるとは捉えないままで

あるかもしれない。そこからは、この経路が、建設的な機能について語るようになる他の経路（以

下の２項で記述する）とは質の異なるものである可能性が示唆される。この経路は他の経路より発

達の速度が遅いというのではなく、発達の道筋自体が異なっている可能性が考えられる。

２）〔５歳では語らず６歳で建設的機能を語る経路〕；５歳時点では語らなかったが、６

歳時点で友だちの怒り表出の建設的な機能を語る

表２における、ＩＤ番号４から７までの４名は、５歳時点では怒り表出の機能についてわからなか

ったり語らなかったりしたが、１年後の６歳時点には、友だちの怒り表出については、問題解決の試

みを引き出すといった建設的な機能を持つことを語るようになった子どもたちである。具体的には６

歳時点で、友だちの怒り表出に対して、「問題解決方法を助言」、「とめる・いけない」、「話し合う・両

者の意見聞く」、「どうしたのって（きく）」などと語った。ただし、自分の怒り表出については、わか

らなかったり、「いやだ・きらう」、「放っておく」といった否定的な機能のみを語った。

そこからは、５歳時点では、怒り表出の機能についてほとんど理解していなかったが、１年の後

には、友だちの怒り表出については、問題解決の試みを引き出すといった建設的な機能があること

を自覚的に捉えることができるようになるという発達の経路のあることがうかがえる。

なお、この４名は男児２名と女児２名であり、そのうちの２名は、参与観察においては、年中ク

ラスでいざこざの当事者となる姿が見られたが、その際に相手に対して自分の主張を言い表そうと

するよりも、泣いてしまったり怒ってしまったりすることが見られた子どもたちであった。それが、

年長クラスになると特に後半には、いざこざのときに第三者の子ども達が当事者双方の主張を聞こ

うとする姿が見られるようになり、それに呼応するように、この子どもたちも泣いたり怒ったりす

るだけでなく、主張を言い表そうとすることが増えていった。前述の４名のうちの別の２名は、参



与観察においては、年中クラスでいざこざの当事者となる姿はほとんど見られなかった。年長クラ

スになると、特に後半には、いざこざに対して、第三者として働きかける姿が見られるようになっ

た。

いざこざにおいて、第三者として働きかける経験や、第三者から働きかけられる経験は、いざこ

ざにおいて表出されることの多い怒りの表出が、問題解決へ向けての試みを自分や他者から引き出

すことを経験することとなっていると考えられる。園生活での怒り表出に関する経験と、怒り表出

の機能についての認識とは、何らかの対応関係があるのではないかと推測される。

３）〔５歳では否定的機能、６歳では建設的機能を語る経路〕；５歳時点では否定的な機

能のみを語ったが、６歳時点では建設的な機能を語る

表２における、ＩＤ番号９から１４までの６名は、５歳時点では自分の怒り表出について対して

は、友だちは、「泣く・怒る」、「いやだ・きらう」、「逃げる」として否定的な機能のみを語ったが、

１年後の６歳時点には、怒り表出が問題解決の試みを引き出すといった建設的な機能を持つことを

語った子どもたちである。友だちの怒り表出に対して、「どうしたのって」、「とめる・いけない」、

「話し合う・両者の意見聞く」などと語った。

そこからは、５歳時点では、怒り表出の機能について否定的なもののみを捉えていたが、１年後

には、友だちの怒り表出については、問題解決の試みを引き出すといった建設的な機能があること

を自覚的に捉えることができるようになるという発達の経路のあることがうかがえる。

なお、この６名は男児３名と女児３名であり、参与観察においては、年中クラスでいざこざの当

事者となる姿が時おり見られた。年長クラスでは、後半になると、第三者としていざこざの調停を

試みる姿が見られるようになった。その調停は、必ずしも成功するとは限らなかったが、試みよう

とすることが見られた。

いざこざの当事者としての経験や第三者として調停しようとする経験は、いざこざにおいて表出

されることの多い怒りの表出が、問題解決へ向けての試みを自分や他者から引き出すことを経験す

ることとなっていると考えられる。園生活での怒り表出に関わる経験と、怒り表出の機能について

の認識は、何らかの対応関係があるのではなかろうか。

また、ＩＤ番号番号８の１名は、５歳時点では怒り表出の機能について否定的なもののみを捉え

ていたが、１年後の６歳時点では友だちの怒り表出に対して「どうにもしてあげられない」と語っ

た。そこからは“どうにかしてあげたいが、実際にはしてあげられない”と考えていることが推測

され、少なくとも何かしてあげたいという気持ちはあることがうかがえる。これは、〔５歳では否定

的な機能を、６歳では建設的な機能を語る経路〕へ移行する途中にあたるように見える。

４）〔５歳からずっと建設的機能を語る経路〕；５歳時点から一貫して、建設的な機能を

語る

表２における、ＩＤ番号１７から２０までの４名は、５歳時点ですでに「どうしたのって」、

「とめる・いけない」、「味方する」などと、怒り表出が問題解決の試みを引き出すといった建設的

な機能を持つことを語り、６歳時点でもひきつづき建設的な機能について語った子どもたちであ

る。その４名中３名は、友だちの怒り表出に対してのみならず、自分の怒り表出に対しても友だ

ちは「味方する」、「とめる・いけない」、「話し合う・両者の意見聞く」と語り、建設的な機能に
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ついて述べた。

そこからは、５歳から一貫して、問題解決に向けての建設的な機能を持つことに気付いていて、

それが精緻化されていくという発達の経路のあることがうかがえる。

なお、この４名は男児２名と女児２名であり、参与観察においては、年中クラスの頃から、いざ

こざが起こった時に、第三者として調停を試みる姿が見られた子どもたちである。年長クラスにか

けて、その調停は成功することも見られるようになっていった。

いざこざに対して第三者として調停しようとする経験は、いざこざにおいて表出されることの多

い怒りの表出が、問題解決へ向けての試みを自分や他者から引き出すことを経験することとなって

いると考えられる。しかも、調停が成功することもあることから、問題解決へ向けての試みが成功

することも経験できたと考えられ、そのような経験は、怒り表出の建設的な機能を認識することを

促す可能性があるのではなかろうか。

５）別の経路二つ；６歳時点で建設的な機能を語るようにまでの発達経路

５歳時点ではまだであるが６歳時点では建設的な機能を語るようにまでの発達経路としては、す

でに２つのものを見てきた。すなわち１つ目は、〔５歳では語らず６歳で建設的機能を語る経路〕

（５歳時点では機能についてはわからなかったり語れなかったりしたが、６歳時点で建設的な機能を

語るようになる経路）であり、２つ目は、〔５歳では否定的機能、６歳では建設的機能を語る経路〕

（５歳時点では否定的な機能のみを語り６歳時点で建設的な機能を語るようになる経路）である。

ＩＤ番号１５と１６の事例は、上述の二つの経路に加えて、別の経路の可能性があることを示唆

していると思われる。ＩＤ番号１５と１６は、６歳時点では自他の怒り表出が建設的な機能を持つ

ことを語っているが、５歳時点ではそうではなかった子ども達である。

ＩＤ番号１５の子どもは、５歳時点では、怒りを表出した友だちに対して自分は「なぐる」と語

っていた。怒り表出に対して、身体的な攻撃で応えるとしていたのである。それが１年後には、自

分が怒りを表出したら相手が「もうやらないから許してくれる？ってきくんじゃないか（謝罪）」と

語り、また、友だちが怒りを表出したら自分は友だちに害を加えた人に「あやまったりしないと友

だちになれないよって言う（謝罪を加害者に要求）」と語った。６歳時点では自他の怒り表出は、謝

罪による問題解決を引き出す機能をもっていることを語ったのである。そこから、６歳時点で建設

的な機能を語る前の発達経路としては、怒り表出が身体的な攻撃を引き出す機能について語るとい

うことがある可能性が示唆される。

なお、このＩＤ番号１５の子どもは、参与観察においては、年中クラスにおいていざこざの当事

者となることが多く、いざこざを始発させる側であることも多く見られ、身体的攻撃を伴って主張

することも少なからず見られた。しかし、年長クラスになるにつれて、いざこざの当事者となるこ

とが減少し、たとえいざこざになっても言語的な交渉により主張する姿が増えていった。そのよう

な園生活におけるいざこざでのあり方の変化と、怒り表出の機能についての認識の変化は、呼応す

るところがあるように思われる。

一方、ＩＤ番号１６の子どもは、５歳時点では、友だちの怒り表出に対して、「先生、呼ぶ」と語

り、自分の怒り表出へも友だちは「先生、呼んでくる」と語った。怒り表出が自他に対して、保育

者への援助要請をさせる機能があることを語ったのだったが、１年後には、自分が怒りを表出した

ら友だちは「その怒らせた子に、だめなんじゃない？と言う（味方する）」と語り、また友だちが怒
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りを表出したら自分は「怒ってる友だち、何してたのって気になる（どうしたのって）」と語った。

６歳時点では、怒り表出で示された問題に対しては、保育者に援助要請をするのではなく自分たち

による解決を引き出す機能をもっていることを語ったのである。そこから、６歳時点で建設的な機

能を語る前の発達経路としては、保育者への援助要請を引き出す機能を語るということがある可能

性が示唆される。

なお、このＩＤ番号１６の子どもは、参与観察においては次のような姿が見られた。すなわち年

中クラスにおいて、主張が他児と対立した際に、この子どもは言語によって相手と交渉し始めるの

だが、相手の方は言語よりも身体的攻撃に訴えることなどがあり、保育者からの援助を要請するこ

ととなる場合が少なからず見られた。しかし、年長クラスの中頃からは、いざこざにおいて、この

子どもの言うことを、第三者として理解する子どもがあらわれるようになった。クラスの他の子ど

もたちが、社会的な力を成長させ、この子どもの言うことを理解するようになったように見えた。

そのような他児の成長による関係の変化と、怒り表出の機能についての認識の変化は、呼応すると

ころがあるように思われる。

４．総合的考察

２０名の子どもたち一人一人が、怒り表出の機能について、５歳時点と６歳時点において、どの

ように語ったのかということに基づいて回答カテゴリを抽出し、５歳から６歳にかけての変化の仕

方を整理してみたところ、５歳から６歳へかけての発達の経路は単一ではなく、いくつかの経路の

あることが見出された。主たる経路としては次の４種類が見出された；〔５歳からずっと否定的機

能を語る経路〕、〔５歳では語らず６歳で建設的機能を語る経路〕、〔５歳では否定的機能、６歳では

建設的機能を語る経路〕、〔５歳からずっと建設的機能を語る経路〕。

このなかで、〔５歳からずっと否定的機能を語る経路〕は、それ以外の３つの経路と異なり、６歳

時点でも建設的機能を語らない経路だった。その経路に該当する子どもたちの参与観察資料を見た

ところ、この子どもたちは、いざこざの当事者となることも、いざこざに対して第三者として働き

かけることもほとんど見られなかった子どもたちだった。そのような子どもたちにとっては、怒り

表出には建設的な機能のあると捉えないことは、園生活での適応上の問題はないことであると考え

られる。したがって、この経路は、まだ建設的機能を語れない発達の速度の遅い状態というのでは

なく、発達の道筋自体が外の経路とは質的に異なっている可能性が高いと考えられる。

その〔５歳からずっと否定的機能を語る経路〕以外の３つの経路は、６歳時点で建設的機能を語

るという点では同じであるが、そこに至るプロセスは互いに異なるものであった。すなわち、５歳

時点で機能について何も語れないというあり方、５歳時点で否定的機能についてのみ語るというあ

り方、５歳時点からすでに建設的機能を語るというあり方である。さらに、ＩＤ番号１５と１６の

子どもたちからはそれぞれ１事例のみであるが、それらとはまた別の５歳時点でのあり方も見出さ

れた。６歳時点で建設的機能を語るようになるまでには、単に発達の早い遅いといった遅早の違い

ではなく、質の異なる多様な発達の道筋のあることが示唆される。

また、本研究の目的の２つ目として、園生活における仲間との感情に関わるやりとりについての

参与観察資料を援用して、怒り表出の機能についての認識の発達経路の多様性と、仲間との感情に



関わるやりとりとの関連性についても検討を加えたところ、次のような示唆を得ることができた。

すなわち、怒り表出の機能について認識することの発達には、その子ども自身が園生活において怒

りを表出する経験や、いざこざの当事者となる経験、調停や仲裁をする経験が何らかの役割を果た

している可能性が示唆される。それとともに、その子どもを取り巻く他の子どもたちが、調停や仲

裁をするように成長することが、当該の子どもの園生活における経験を変え、怒り表出の機能につ

いての認識を変化させる可能性も示唆された。

最後に今後の課題についてまとめる。本研究は、２０名という限られた人数のインタビューデー

タと、筆者による参与観察資料に基づいた分析をおこなっており、今回得られた知見の一般化可能

性については、引き続き検討していくことが必要である。また今回、怒り表出の機能についての認

識が園生活における実際経験と関連性を有する可能性が示唆されたが、それらの間をつなぐものは

何であろうか。媒介する要因について検討することが今後の課題である。その候補としては、園生

活でのやりとりについての認識やいざこざの認識ということなどが考えられ、いざこざについての

認識については検討を進めているところである（久保、2 0 0 6）。さらに、より大きな課題として、感

情調整の発達のもうひとつの場である、家庭での養育者とのやりとりとの関連性を検討することが

あげられる。
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【Abstract】

The Development of Preschool Children's Views about Functions
of Anger Expressions: 

Longitudinal Analysis from Five-year-olds to Six-year-olds

Yukari  KUBO

The purpose of this study is to explore the development of preschool children's views

about the functions of anger expressions, and to examine the links between their views

and their everyday emotional communication. Participant observation during the free

play time was conducted for twenty children in a preschool once in two or three weeks for

three years (from three-year-olds' class to five-year-olds' class).  Their emotional

communication was recorded in the field notes. When the children were five years old,

they were interviewed and asked two kinds of questions. The first was on their own

emotional expressions: "Have you ever felt angry in your preschool?" "What kind of event

made you angry?" and "How do your classmates may  react to your anger expression?"

The second was on others' emotional expressions: "Have you ever seen your classmates

angry in your preschool?", "What kind of event do you think made them angry?", and

"How do you may react to their anger expression?" They were interviewed again in one

year (when they were six years old) and asked the same questions. The results indicated

four different strands in the development of preschool children's views about functions of

anger expressions: (a) reporting only negative functions at both times. For example, they

reported that the anger expressions might bring about negative emotions and bad feelings

in the recipients; (b) Not reporting any functions when five-year-old, but reporting

constructive functions when six-year-old. For example, some six-year-olds reported that

they might support the others, or they might ask why others got angry, or they might

advise to resolve their conflicts; (c) reporting negative functions when five-year-old, and

reporting constructive functions when six-year-old. (d) reporting constructive functions at

both times. In addition, the results also indicated that the children's experiences of

expressing anger emotions and mediating the conflicts in preschool might correspond to

their views about the functions of anger expressions. Moreover, a child's view about the

functions of anger expressions might be influenced by his/her classmates' social growth in

mediating the conflicts.  
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