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個別具体的な人の感情理解の発達を捉えるインタヴューの方法
：ピアジェの＜臨床法＞を手がかりとして

A methodological exploration on the ways of interview 
to capture development of understanding of individual 

and concrete emotions : 
The‘clinical method’of Piaget as a clue

久保ゆかり
Kubo Yukari

要約

子どもにストーリーを提示して登場人物の感情について尋ねるといった従来のインタヴュー法は、

感情理解の発達研究において、主要な研究方法のひとつとして頻繁に使用される方法である。しか

しながら、それは次の2点において行き詰まりを見せている。①従来のインタヴュー法は、個別的、

具体的な人の感情理解を捉えようとしてこなかった。個別的、具体的な人についての感情理解の発

達研究は、仮説の生成や捉え直し、研究の問いを見つけることが重要な段階にあり、それに適った

方法を見つける必要がある。②従来のインタヴュー法は、感情理解の実践と思考の絡まり合いを捉

えていなかった。本論文では、その行き詰まりを打開する方策を、Piagetの＜臨床法＞を手がかり

として検討した。その結果、次のことが見出された。①＜臨床法＞によるインタヴューは、個別的、

具体的な人の感情理解の発達を研究するうえで、仮説の生成や見直し、研究の問いを見つけること

に対して有効な資料を提供しうる。②＜臨床法＞によるインタヴューでは、「行為における思考」

をも捉えようと試みる。その試みを感情理解研究でのインタヴューに生かすことによって、感情理

解の実践と思考の絡まり合いを捉えうる。その方法を本論文では文脈共有インタヴューと呼び、そ

の発展の可能性と今後の課題について論じた。

1. 感情理解の発達研究における行き詰まりと臨床法

子どもに対するインタヴュー法は、感情理解の発達研究において最も頻繁に使用される方法であ

る。しかしながら、後述するように2つの側面で行き詰まりを見せている。本論文は、その行き詰
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まりを打開する方策をピアジェの臨床法を手がかりとして探ろうとするものである。

行き詰まりの１つ目は、従来のインタヴュー法は、一般化された他者についての感情理解を捉え

ようとしてきたが、個別的、具体的な人の感情理解については幾つかの例外的な研究（遠藤、

1997；Dunn & Hughes、1998；坂上、2000）を除いては、捉えようとしてこなかったという

ことである。従来のインタヴュー法においては、典型的にはストーリーを提示することにより、あ

る仮想的状況において“人”は一般的にどのような感情を有しどのようにふるまう傾向があると考

えているかが問われていた。そこでは、一般化された他者の感情についての自覚的な思考の発達が

検討されている。しかしながら、日常の感情理解においては、例えば、友だちのAさんの感情を理

解するときには、一般化された他者について自分が既にもっている知識を使うとともに、Aさんの

人となりとか、Aさんの置かれている状況とか、Aさんと自分との関係など、Aさんについての個

別的、具体的な知識や関係の歴史などを同時に総動員して理解しようとするであろう。感情理解の

発達を研究するには、「誰でもない誰か」についての理解だけではなく、個別的、具体的な人の感

情についての理解の発達を検討する必要があると考える。

これらを検討した研究としては、幾つかの研究（遠藤、1997 ; Dunn & Hughes、1998 ; 坂上、

2000）がわずかにあるのみである。個別的、具体的な人の感情についての理解の発達研究は、仮説

がすでにいくつか設定されていてそれらを検証すればよい段階にあるのではなく、むしろ仮説自体

を生成したり見直したり、あるいは検討に値する問いを見つけるといった段階にあると考えられる。

ところが、従来のインタヴュー法の多くでは、一般化された他者についての感情理解について、課

題場面、質問法、被験児などについて厳密な条件統制を行い、標準化された質問のみを被験児に対

しておこない、できる限り信頼性の高いデータを得ようとする手法がとられてきた。それは仮説検

証には適した方法であるが、仮説の生成や捉え直し、あるいは何を問おうとするのかという研究の

問いを見つけるといった目的に対しては手がかりを提供しにくい方法である。それらの目的に適う

インタヴュー法を検討する必要がある。

従来の手法のインタヴュー法と補い合う関係にあるものとしては、ピアジェの＜臨床法＞が考え

られる（中垣、2001；大浜、2002）。それは、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。新しい

ことを見出すとか、予期していなかったことがわかるといった開拓の仕事に適しているとPiaget自

身によって語られている方法である（Bringuier,1985）。臨床法は、仮説の生成や捉え直し、ある

いは何を問おうとするのかという研究の問いを見つけるといった目的に適う方法の候補となるので

はないかと思われる。そこで、個別的、具体的な人の感情理解の発達を研究する際に、臨床法を生

かしたインタヴュー法がどのような可能性を有するのかについて検討することにする。

行き詰まりの2つ目は、感情理解の発達において、従来は感情についての考えや理解といった思

考の側面に焦点があったということである。しかしながら、本来は思考だけではなく、感情理解の

実践の側面も捉えて検討すべきである。というのは、社会情緒的な発達においては、考えることだ
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け、あるいは逆に、行動することだけ、といった一側面のみの発達ではなく、その両者を最終的に

は統合していくことが求められるからである。思考と実践の絡まり合いこそが検討されるべきである。

これまであまり注目されてこなかったが、実は臨床法は「行為における思考」を捉えようとする方

法でもある。Piagetは臨床法により、例えばゲームの規則についての思考の発達のみならず、ゲー

ムの規則の実践の発達をも捉えようとしている（Piaget,1997）。その研究例をもとにして、感情理

解の研究のインタヴュー法においても「行為における思考」を捉える試みを活かし、もっと実践に

近づく工夫について検討する。

2. 個別具体的な人についての感情理解を捉えるインタヴュー法

2.1 臨床法というインタヴュー法の可能性

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。臨床法には、多様な側面があるが、ここ

では仮説を生成したり見直したりあるいは研究の問いを見つけたりする段階にある研究領域におい

て、有用な側面をクローズアップすることにする。そのために子どもとのやりとりの例を見ていく

ことで、その側面の特徴をより具体的に整理する。

個別具体的な人の感情理解の発達を捉えるインタヴューの方法／久保ゆかり

インタヴュー資料1. マーブル（おはじき）ゲームの規則の意識：BEN（10歳）の例　（Piaget,1997）

（行頭の数字は会話のターン（順番）を示す）

･･･（略）･･･

1 :インタヴューアー：新しい規則をつくれるかな？

2 :Ben：つくれる人もいる、マーブルをたくさん取るために。でも、いつもそうできるわけではない。（最近、

Benのクラスで）二度投げるという規則をつくった人がいた。それはうまくいかなかった。

3 :インタヴューアー：小さな子どもではどう？

4 :Ben：小さな子どもならうまくいく。

5 :インタヴューアー：規則をつくってみて。

6 :Ben：ぼくはそんなふうにうまくはできないな。

7 :インタヴューアー：できるよ。君は自分で言っているよりもずっと賢いと私は思うよ。

8 :Ben：それじゃあ、四角の中にあるときに取られないことにしたらっていうのは。

9 :インタヴューアー：いいね。他の人たちもそれでうまくいくかな？

10 :Ben：うん、他の子どもたちもそうしたいだろうよ。

11 :インタヴューアー：では、そのようにして遊んでもかまわない？

12 :Ben：ううん、いけない、それはごまかしだから。

13 :インタヴューアー：でも、他の子どもたちもそうしたいんだったよね？

14 :Ben：そうだよ。
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表１　規則についての思考の発達段階（Piaget,1997）

第1段階： 純粋の運動的規則。投げる、積み重ねる、落とすといった運動的な興味や、マーブ

ルを玩具のなべに入れて煮ているつもりになるといった空想を満足させようとする。

集団でマーブルを遊ぶ規則については何も言わない。

第2段階： 一方的尊敬に基づく強制的規則。規則は大人から与えられ、神聖で不可侵なものと

見なされる。規則を変える試みは違反と見なされる。

第3段階： 相互的尊敬に基づく合理的規則。規則は互いの同意に基づく法律とみなされ、尊重

されねばならないが、全体の同意が得られれば変えることも可能であると考えられ

るようになる。

インタヴュー資料1は、社会的な認知の発達の領域で臨床法が実際に使われた研究におけるイン

タヴューの例である。ここでの研究テーマは、マーブル（おはじき）ゲームの規則について子ども

がどのように考えているかを明らかにすることである。規則についての思考の発達段階としては、

すでにおこなわれた臨床法のインタヴューをもとに表１のような３段階が考えられている。そのよ

うにPiagetは、「厳密な方向付けをもった考えから出発して」（大浜、2002)、標準化された質問に

限定せず、相手に応じて質問を臨機応変に変えていっている。

そのような臨床法の特徴は、具体的なやりとりとしては次のようなところに現れている。

Benは、「純粋の運動的規則」という第１段階は越えており、「一方的尊敬に基づく強制的規則」と

いう第2段階か「相互的尊敬に基づく合理的規則」という第3段階かが、問題となる辺りにいると

考えられる。そこでは、「規則を変えることができる」と考えているかどうかが、重要な一つ目の

ポイントとなる。そのことを検討するために、“新しい規則をつくれるかな？”（インタヴュー資料

会話のﾀｰﾝ1)とまずきいている。Benはつくれることを肯定するような答をしているが、他者（ク

ラスメート）について答なので明確ではない。そこで、おそらく他者ではなくBen自身についての
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15 :インタヴューアー：それじゃ、どうしてそれがごまかしになるの？

16 :Ben：それはぼくがつくったもので、規則ではない。それは、規則の外のものだから、間違った規則だ。

正しい規則は、ゲームのなかにあるものだ。

17 :インタヴューアー：どうしたら規則は公正だとわかるの？

18 :Ben：上手な人達が知っている。

19 :インタヴューアー：上手な人達が君の規則で遊びたいとしたら？

20 :Ben：それはやれない。そうでないと、みんなはごまかしだと言うだろう。

21 :インタヴューアー：もしみんながその規則は正しいといったら、やれる？

22 :Ben：うん、おそらく･･･でもそれは間違った規則だ！
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考えを明らかにするために、質問の方向を変えてBen自身に“規則をつくってみて”（ﾀｰﾝ5)と問い

かけたと考えられる。Benがそれに対してしり込みをする（ﾀｰﾝ6）ので、励ます（ﾀｰﾝ7）といった

対応をすると、Benは新しい規則を考え出した（ﾀｰﾝ8）。そこまでのやりとりからは、Benが規則

を変えることができると考えている可能性が浮上してくる。

そこで次に二つ目のポイントとして、第3段階の中心的な特徴である、「全体の同意が得られれば

規則は変えることができることの理解」について尋ねている。すなわち、“他の人たちもそれでう

まくいくかな？”（ﾀｰﾝ9)ときいた上で、“では、そのようにして遊んでもかまわない？”（ﾀｰﾝ11）

ときく。すると、“それはごまかし”（ﾀｰﾝ12)とBenが答える。それは、第3段階ではなく、むしろ

第2段階に近い返答である。そこでさらに、その意味を掘り下げる質問をする。“どうしてそれがご

まかしになるの？”（ﾀｰﾝ15）。すると、Benは、“それはぼくがつくったもので、規則ではない。そ

れは、規則の外のものだから、間違った規則だ。正しい規則は、ゲームの中にあるものだ”（ﾀｰﾝ16）

と答える。今ある規則が絶対的なものであることを信じているような返答をする。それは、第2段

階的な考えである。Benのその考えはゆらぎないものなのだろうか。おそらくそのことを別の方面

から確かめるために、“どうしたら規則は公正だとわかるの？”（ﾀｰﾝ17）ときき、それへのBenの

返答（“上手な人達が知っている”（ﾀｰﾝ18)）にあわせて“上手な人達が君の規則で遊びたいとした

ら？”（ﾀｰﾝ19）と質問を重ねている。さらに、ゆさぶりをかける質問“もしみんながその規則は正

しいといったら、やれる？”（ﾀｰﾝ21）をしてみると、Benは“うん、おそらく”と肯定する。けれ

どもすぐその後に、“でもそれは間違った規則だ”（ﾀｰﾝ22）と答えており、Benの考えの揺れとそ

れへの自らの修正が表される。

以上のBenの例からは、「厳密な方向付けをもった考えから出発して、相手に応じて質問を臨機

応変に変える」という臨床法の2側面が浮かび上がってくる。すなわち、一番目の側面は、研究者

が予想や観点をたてて子どもに質問し、その子どもの返答をもとにして、その場で当初の予想や観

点を修正し、修正した予想や観点に基づいて次に尋ねる質問を変えていくという側面である。二番

目の側面は、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質問を変化させ

る側面である。その具体的なやり方としては、発達を捉える上で重要な問いを、相手の子どもにあ

わせて言い替えたり、重要な問いを変形させた質問をしたり、考えを述べることを励ましたり、子

どもからの返答にあわせてさらに掘り下げる質問を重ねたり、ときには揺さぶりをかける質問をし

たりする。

Benの例では、一番目の側面によって、Benが規則についての思考の発達においては、第2段階

と第3段階の中間に位置することが見出された。二番目の側面によって、Benが自分の考えを表現

し、Benの考えが揺れも含めて明らかになっていく様子がみてとれる。そして、ふたつの側面が絡

まって得られたBenのプロトコルは、第2段階から第3段階への移行という問題を捉え直す上で、

重要な手がかりを提供する資料となっていると考えられる。
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2.2 自分の感情表出についての理解を捉えるインタヴュー法

それでは次に、臨床法に沿ったインタヴューを、個別的、具体的な人の感情理解の発達研究に応

用し、検討してみる。ここでは、「誰でもない誰か」ではなく、子ども自身の感情表出についての

自分の考えを取り上げる。それを尋ねるインタヴューを臨床法に沿っておこなった。すなわち、質

問を標準化されたものに限定せず、「厳密な方向付けをもった考えから出発して、相手に応じて質

問を臨機応変に変えること」を実施した。

筆者は、感情表出の考えについてはすでに、坂上（2000)の研究を参考にしてあらかじめ同一の

質問を用意し、4歳児から６歳児までの数十名に対して個別のインタヴューを行っており、年齢に

よる違いについては、おおよその傾向を見出していた。おおよその傾向とは、次のようなことであ

る。怒りの表出を例に取って記述すると、まず、怒りの表出の効果について意識化できない場合

（例：怒った気持ちになったことは、ない。わからない。怒った気持ちを友だちに見せたら友だち

はどうするか、わからない。など）がある。それは4歳児においてよく見られるものであった。次

東洋大学社会学部紀要　第41-2号（2003年度）

インタヴュー資料2. 感情表出についての考え：6歳女児Aさん（仮名）とのやりとり（久保、準備中）

（行頭の数字は会話のターン（順番）を示す）。（ ）内はインタヴューアーの相槌。

1 :インタヴューアー：Aちゃんは、幼稚園で怒った気持ちになったこと、ある？

2 :Aさん：昔ね、ここに、幼稚園、引っ越して来る前にね、えー、○○幼稚園て、とこにいたんだよ。

そのときはまだ強い気持ちもってなかったからダメなんだけど、うー、いじめっ子がいたの。

3 :インタヴューアー：そこでいじめっ子がいたんだ。

4 :Aさん：うん……

5 :インタヴューアー：あ、そうか、…そしたら、いじめっ子がいたら、そのいじめっ子に怒った気持ちがした

かな？

6 :Aさん：うん、そのときはまだ泣き虫だったんだけどさ、（そうかあ）怒ってる気持ちはしたよ。

7 :インタヴューアー：なるほど、怒ってる気持ちがしたんだね。あー、すごくよくわかった。Aさんは、そう

いう怒ってる気持ちを友だちに見せるかな、見せないかな。

8 :Aさん：友だち？（うん）前は見せなかったけど、今は、見せると思う。

9 :インタヴューアー：んー、わかった。Aちゃんが怒った気持ちを友だちに見せたら、友だちはどうするかな。

10 :Aさん：友だち？（うん）んー、友だちは、お、んー、んー、いじめっ子の友だちは逃げてっちゃう。

（そうか）そいで、仲良しの友だちができる。

11 :インタヴューアー：そうか、仲良しの友だちができるの。

12 :Aさん：うん。

13 :インタヴューアー：ん、わかった。ありがとう。じゃ、逆に友だちが怒ってる気持ちをAちゃんに見せたら、

Aちゃんはどうするかな。

14 :Aさん：んー、Aちゃん？（うん）うーんと、何とも思わないようにする。

15 :インタヴューアー：何とも思わないようにする。

16 :Aさん：何とも思わないのが、一番だから。
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に５歳児から６歳児においては、怒りの表出の効果について意識化できるが、否定的な効果が語ら

れることが多かった。（例：怒った気持ちを友だちに見せたら、友だちは泣く。一緒に遊ばない。

など）

感情表出の考えについての研究が、そのような状況にあるときに、臨床法のやり方を取り入れた

インタヴューをおこなって上述のようなAさんとのやりとりを得た。そこで、まず気付かされたの

は、幼児といえども怒りの表出の効果について、肯定的な効果を語れる場合があることである。A

さんは、“（怒っている気持ちを）前は見せなかったけど、今は、見せると思う”（インタヴュー資

料２会話ﾀｰﾝ8)と言う。そして、怒っている気持ちを見せると、“いじめっ子の友だちは逃げてっち

ゃう。（中略）仲良しの友だちができる”（ﾀｰﾝ10)と語っている。怒りの表出には、対人関係におい

て肯定的な効果があることを語っている。これは、すでに見出された傾向を修正する、重要な手が

かりを提供するものである。

それと同時にAさんは、他者の怒り表出に対しては“（自分は)何とも思わないようにする”（ﾀｰﾝ

14）と答えており、肯定的な効果があるとは語らないことが見られる。Aさんは、いじめっ子に対

して自分が怒りを表出することが肯定的な効果をもつことを話すが、自分に対していじめっ子が怒

りを表出することは肯定的な効果をもつとは言わないのである。そこから、怒り表出の肯定的な効

果は、いったん理解されれば文脈が変化しても変わらずにつねに理解されるということではないか

もしれないことが推測される。

あるいは、通常おとなは、「自分がいじめっ子に怒りを表出すること」と「いじめっ子が自分に

怒りを表出すること」は、人物が逆になっているだけで怒り表出という点では本質的には同一であ

ると考えるかもしれない。しかしAさんにとっては、そうではない可能性がある。そこからは、＜

誰が＞怒りを表出するのかによって、理解される効果が異なるステップがあるかもしれないことに

気付かされる。あるいは、そもそも感情表出は＜誰が＞するかによって、その効果は本来、個別的

に理解される性質のものかもしれない。それらは、新たな仮説の候補となりうる。

さらに、怒りの表出の効果について、Aさんが話す語り口にも注目してみると、“怒った気持ち

を友だちに見せたら、友だちはどうするかな”（ﾀｰﾝ9）という質問に対してAさんは“友だち？”

と一度聞き返した上で、さらに、“お、んー、んー”（ﾀｰﾝ10）と言いよどんでいる。長く言いよど

んでいるが、これは、インタヴューアーに自分の考えを表出すること自体をためらったのであろう

か。しかし、やりとりの前半部分ですでに自己開示の水準は高くなっているように見えることから

は、この可能性は低いと考える。むしろ、考えていなかったことをきかれたので考えを組み立て、

言うことを編集するのに時間がかかったのではあるまいか。そうであるならば、このインタヴュー

によって、Aさんが怒りの表出についての自分の考えを、可能な限り意識化し言語化することを促

したことになるだろう。

また、やりとりの前半をみると、以前の幼稚園でのいじめっ子との経験が語られている。“その

ときはまだ強い気持ちをもってなかったからダメなんだけど”（ﾀｰﾝ2）と捉え、それと現在の自分
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を対比するような語り方をする。“（怒っている気持ちを）前は見せなかったけど、今は、見せると

思う”（ﾀｰﾝ8）。Aさんが怒りの表出の肯定的な効果を語る背景として、自分の対人関係的スタイル

の時系列の変化を自覚化していることがありそうである。そこからは、新たな研究の問いとして、

どのようなことが怒りの表出の肯定的な効果を認識する契機となりうるのかといった問いがあるこ

とに気付かされる。

以上からは、臨床法を取り入れたインタヴューが、個別的、具体的な人の感情理解の発達を研究

するうえで、仮説の生成や見直しに有効な資料を提供しうること、さらには研究の問いを新たに見

つける上で契機となる資料を提供し得ることが見出されたと言えよう。

なお、ここでは、臨床法に沿ったインタヴュー法として、「厳密な方向付けをもった考えから出

発して、相手に応じて質問を臨機応変に変えること」をおこなった。2.1節での検討から、それに

は、研究者が予想や観点をたてて子どもに質問し、その子どもの返答をもとにして、その場で当初

の予想や観点を修正し、修正した予想や観点に基づいて次に尋ねる質問を変えていくという一番目

の側面と、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質問を変化させる

二番目の側面があることを見てきた。今回の幼児を対象としたインタヴューでは、その二側面を具

体化させるために、以下のことを実施している。

一番目の側面については、次のことをおこなった；①感情表出の考えについておおよその傾向の

予想をあらかじめたてておいた。②質問のおおまかな流れをあらかじめ想定しておいた。③実際の

インタヴューの最中には、①と②をもとに、予想をたてつつ質問をし、子どもの返答をもとにして

その場その場で予想を修正し質問を変えていった。

二番目の側面については、次のことをおこなった；①相手がこちらのことばの意味を受け取り理

解しているかどうかに注意を払い、もしも受け取り損ねているようなら、表現を変える。あるいは、

相手の表現にこちらのことばをあわせる。例えば、「友だち」というこちらのことばを、Aさんが

どのように捉えているかに注意を払った。Aさんは、「友だち」を、「いじめっ子」と「仲良し」と

の双方を含むものとして使用していることが確認された（ﾀｰﾝ10）ので、その使用法に沿って、「友

だち」ということばをその後のインタヴューでインタヴューアーも使った。②詳しく知りたいとき

には、相手のことばを繰り返して、相手が話してくれるのを待つ。ﾀｰﾝ3、ﾀｰﾝ15は、その例である。

③話しにくい様子になったときには、相手の持っているだろう暗黙の会話のルールに配慮し、相手

が考えていることの候補を推測して、候補を提出して確認を求めてみる。例えば、“いじめっ子が

いたの”（ﾀｰﾝ2）と言ったことがAさんの暗黙の会話のルールにとってはﾀｰﾝ1のインタヴューアー

への返事であったのかもしれない。そこでインタヴューアーはﾀｰﾝ5で、Aさんの詳しい返事の候補

を推測して、確認を求めてみて、ﾀｰﾝ6の返事によって、Aさんの考えに沿ったものであることを確

信した。以上のことは、子どもに考えを何とか意識化し言語化してもらいたいという意図のもとに、

経験的におこなってきた工夫であるが、幼児に対して臨床法を具体化するための工夫については今

後、さらに検討を続ける必要があろう。
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3．感情理解の発達における思考と実践の絡まり合いを捉える方法

臨床法を取り入れたインタヴューが、感情表出についての考えの発達を検討する方法として、仮

説の生成、見直し、問いの発見にとって豊かな手がかりを提供しうるものであることをみてきた。

しかしながら、感情表出についての考えの発達を、感情理解の発達というより広い領域に位置づけ

るなら、感情表出についての考えだけでなく、感情表出の実践についても捉える必要があることに

気付かされる。感情理解の発達においては、感情についての考えや理解といった思考の側面だけで

なく、感情理解の実践の側面を捉えて検討すべきである。というのは、社会情緒的な発達において

は、考えることだけとかあるいは逆に行動することだけとかといった一側面のみの発達ではなく、

その両者を最終的には統合していくことが求められるからである（Saarni, Mumme, & Campos,

1998）。

では、実践と思考はどのような関係にあると考えられるだろうか。認知の発達研究においては、

「思考は行為よりも遅れる」とされることが多い。実践が先に進み、思考は後からついてくること

が一般的であろうと考えられている。しかしながら、例えばインタヴューにおいて、物語における

架空の人物の感情理解についてはとても進んだ思考を示しながら、現実生活の集団遊び場面などに

おける他者の感情理解の実践においてはむしろ困難を示す事例に筆者は少なからず出会ったことが

ある。感情理解についての思考と実践に関しては、必ずしも実践が先で思考が後となるとは限らな

いと思われる。感情理解の発達においては、実践と思考はむしろ循環的であり、そのような可能性

を検討しうる方法をこそ探すべきであろう。感情理解の発達において、思考と実践の絡まりあいを

捉える方法を探求する必要がある。

3.1 「行為における思考」を捉える試み

思考と実践との絡まり合いを捉える方法を探そうとしたときに、Piagetの臨床法における「行為

における思考」を捉える試みは、参考になりうる。例えば、インタヴュー資料１のBenに対しては、

実は、マーブルゲームの規則についての考えを言語で尋ねるだけではなく、マーブルゲームをイン

タヴューアーと一緒に実際におこなうということをしているのである。実際の行為と発話をもとに

Piaget（1997）は、規則の思考についての発達段階とは別に、規則の実践の発達段階を表２のよう

にまとめている。

Benは、マーブルゲームを実際にインタヴューアーとおこなっているときに、勝ち負けに敏感で

勝とうと行動した。また、初めに四角の囲いが必要だとか、投げ方についてはメンバーは同じにし

なければならないこと、四角からはじき出されたマーブルは当てた者の所有になることなどを、マ

ーブルゲームを実際に行っている最中に、言ったり行動で示したりした。そこからはBenは、ゲー

ムの規則の実践の発達段階においては、「勝とうと試み始め、規則を統一するということに関心を

抱き始める」第3段階にあると考えられている。
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これらの資料からはBenが、規則の思考では第2段階と第3段階の中間に位置するのだが、規則

の実践では第3段階に位置することがうかがえる。そこからPiagetは、思考と実践の関係について、

「思考は常に行為よりも遅れる」と考察している。そしてBenの例は、思考と実践のデカラージュ

（ずれ）の典型的なものと見なされている。思考が実践よりも遅れるかどうかは、感情理解の発達

においては前項で考察したように明らかではなく、それ自体が検討の対象とされるべきことである

が、検討のための資料の入手方法として、「行為における思考」を捉える方法は、感情理解の発達

の研究においても有用ではなかろうか。

表２　ゲームの規則の実践の発達段階（Piaget,1997）

第1段階： 運動的、個人的段階。

第2段階： 自己中心的段階。規則を模倣するが一人で遊ぶ、あるいは、仲間と遊ぶ場合でも勝

とうと試みたり、遊び方を統一しようとしたりすることがない。

第3段階： 協働の始まり。勝とうと試み始め、規則を統一するということに関心を抱き始める。

実際には、各人の考えている規則は異なることがある。

第4段階： 規則の体系化が行われる。規則はメンバー全員に共有される。

あるいはまた、子どもの物理学の発達を捉えるためには、Piagetら（Inhelder, & Piaget, 1958）

は子どもに、板、木片、鉄アレイ、針、コルクなどさまざまな物を見せ、水に浮くか沈むかを予測

させ、その理由の説明も求めた上で、次にそれぞれを水槽の中に入れ、目の前で実験をして見せた

りしている。すると、子どもの予想とは必ずしも一致しない結果が現れる。そのとき、子どもがそ

れをどのように捉えるのか、あるいはどのように説明しようとするのかを検討している。言語だけ

のやりとりではなく、必要なら実物を目の前に実験をして、その場で生成される考えを捉えるとい

うことも試みているのである。

従来の感情理解のインタヴュー法では、架空の人物についての物語を題材に、感情理解について

尋ねるものが中心であった。それは、一般化された他者についての感情理解をどの被験児に対して

も同一の状況を設定して尋ねており、条件統制の面では利点のある方法である。一般化された他者

の感情理解についての内省的な思考を捉えることができる方法であると考えられる。しかし、それ

は感情理解の実践からは距離のあるものである。感情理解の発達研究において、思考と実践との絡

み合いを検討することが必要であるなら、インタヴューにおいても内省的な思考のみならず、実践

に近づく工夫をすべきなのではなかろうか。そのように考えるとき、「行為における思考」を捉え

るPiagetの試みは示唆に富んでいる。臨床法を手がかりとして「行為における思考」を捉える試み

を生かし、感情理解研究でのインタヴューで、もっと実践に近づく工夫ができるのではなかろうか。
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3.2 文脈共有インタヴューの試み

感情理解研究でのインタヴューにおいて、「行為における思考」を捉える試みとしては、どのよ

うなことが可能であろうか。感情理解の実践が展開する具体的な場面としては、集団遊び場面での

いざこざなど、子どもたちの感情が大きく動いている場面が考えられる。その実践において、子ど

もがどのような思考をしているのかを探る手がかりを得る方法はないだろうか。

その一つの探索として筆者は、感情理解の実践の場を共有した者がその場での思考を子どもに後

から尋ねるインタヴューを試みている。その場を子ども自身がどのように整理しているのかをきく

ことができると考える。インタヴューアーが場を共有しているということから、「文脈共有インタ

ヴュー」と名付けた。現実に起こったことについて、背景や文脈から切り離さないで、子どもにと

っての意味をきいてみることを目指している。「あのときのあのこと」をめぐるやりとりをしてい

くなかで、具体的な文脈の中での子どもたちの思考の有能さ、困難さを照らし出せるのではないか

と考えている。

インタヴュー資料３は、筆者が実施した参与観察のなかで子ども同士のいざこざに出会うことの

多かった、サッカー遊びの場面について、年長クラスの男児（仮にC君と呼んでおく）に尋ねたと

きのやりとりである。サッカーは、年長クラスの男児達が1点を争って喜怒哀楽を表現し、感情が

大きく動いていることの確認できる場面として選んだ。

サッカーでのいざこざの原因を尋ねると、C君は“なんかズルしたりすると、なんか怒っちゃっ

たり泣いちゃったりする”（インタヴュー資料３の会話ﾀｰﾝ2）と答えた。いざこざの原因として、

行為そのもの（例えば“蹴った”“ぶった”など）ではなく、行為に対する評価をあげているのが

特徴的である。しかもその評価は、サッカーの規則に照らしての評価であると思われる。さらにそ

のいざこざの解決法について尋ねると、C君は“自分で解決するか、先生を呼ぶ”（ﾀｰﾝ6）と答え

ている。解決法として、大人の助けを借りるということだけではなく、自分で解決するということ

をあげている。ここに自治の芽生えを見ることも可能だと思われる。

C君へのこのインタヴューは、年長クラスの年度の終わる時期に実施した。それに先立って年長

クラスの年度始めからの1年間には、１週間に1回ないし2週間に１回の参与観察を実施していた。

参与観察によると、年度始めのころにはC君はサッカー遊びであまり上手ではない他児を非難して

その子といざこざになることが見られたが、年度の中盤くらいからは他の子ども達が起こすいざこ

ざにおいて仲裁をする姿がよく見られるようになった。例えば秋に、サッカーでキーパーになりた

くて言い争っている2人（普段から対等な力関係にある2人）がいてなかなか決着がつかないでい

ると、C君が「じゃんけんで決めよう」と声をかけ、2人もそれを受け入れじゃんけんでキーパー

役が決まるといったことが見られた。さらに年末には、1歳年下の年中クラス児へサッカーについ

てアドバイスをすることが見られた。年中クラス児たちはまだルールをよく理解しないままに、し

かし得点には強くこだわってサッカーをしていた。例えば相手に得点を入れられると、それを防げ
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なかった味方プレーヤーを強く非難するといったことが見られていた。そこへ来合わせたC君は年

中クラス児の一人と一緒にキーパー役をしながら、勝敗に強いこだわりを見せる年中クラス児に

「サッカーは、負けることもあるからね」と落ち着いた口調で言うといったことが見られた。サッ

カーの場面を通した参与観察からは、感情理解の実践については、C君は１年の間に、サッカーの

勝敗に自分の感情が巻き込まれつつも他者の感情に関心を向け他者の気持ちに配慮することができ

るようになっていったと考えられる。

そして、その参与観察で捉えた変化は、文脈共有インタヴューでC君が語ったサッカーのいざこ

ざの原因についての考えやいざこざの解決法についての考えと、呼応するものがあると思われる。

いざこざの原因として、行為そのものではなく行為への評価をあげることは、他者の感情理解の実

践が進むことと関わっていると考えられ、またいざこざの解決法として“自分で解決する”とする

ことは、上述したいざこざの仲裁の実践と関連をもっていることが推測される。どのような関連で

あるかは、参与観察の実施と平行して文脈共有インタヴューを縦断的に実施するなどによって、今

後詳細に検討すべきであろう。以上のように見てくると、文脈共有インタヴューは、参与観察を通

して捉えられた、実践における変化の意味を考える資料を提供する方法として、一定の有用性をも

つのではないかと考えられる。

なお、文脈共有インタヴューでの質問の仕方は、もっと特定化した形も可能である。例えば、

「キーパーになりたくて言い争っていた2人」のことを思い出してもらった上で、「そこでC君は

『じゃんけんで決めよう』って言ったでしょう。どんなふうに考えてそう言ったの？」といった、

特定の出来事に焦点をあてて、そこでの考えを尋ねることも可能である。今後、質問の特定化の程

度を変化させることと、それにより明らかにされる考えとの関連や特徴を検討する必要があると考

える。
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インタヴュー資料3. 文脈共有インタヴューの試み：6歳男児C君（仮名）とのやりとり　

（行頭の数字は会話のターン（順番）を示す）。（ ）内は相槌。

1 :インタヴューアー：私、C君たちがサッカーしてるのをよく見せてもらってたんだけど、サッカーで時々け

んかになるでしょう。（うん） あれ、どうしてけんかになるのかなあ？

2 :C君：なんかズルしたりすると、なんか怒っちゃったり泣いちゃったりする。

3 :インタヴューアー：あ、そうかあ。えっと、よく審判決めているでしょう。（うん）審判の人が、「あ、そっ

ちが、それはズルだよ」って言えばいいのかな。

4 :C君：言えばいいけど、言わないときもある。

5 :インタヴューアー：あ、そうかあ。ふーん。だったら、どうしたらいいのかなあ、けんかになったとき、サ

ッカーやってて。

6 :C君：自分で解決するか、先生を呼ぶ。

7 :インタヴューアー：自分で解決するって、どうやったら解決できるの？

8 :C君：えっと、子どもたちをいっぱい呼んで、（うん）話す。
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3.3文脈共有インタヴューの発展の可能性と今後の課題

最後に、文脈共有インタヴューについてより一般的な形で、特徴および発展の可能性と、限界お

よび今後の課題を整理しておきたい。まず、特徴および発展の可能性として、次の4点があげられ

る。

第１に、文脈共有インタヴューでは、それに先立って参与観察している中から「あのときのあの

こと」として尋ねる出来事を探してくる。子どもたちの感情表出も観察しているので、子ども自身

の感情が動いたはずの出来事について尋ねることができる。子ども自身の感情が動いている実践の

中での思考を捉えられる可能性がある。

そのような出来事は、子ども自身の感情が動いているように見えることからすると、おそらく子

ども自身にとっても大事な出来事であり、一定の意義のある出来事であろう。それに対して、例え

ばストーリー提示法により人物の感情理解を尋ねる方法では、そのストーリーが子どもにとって意

味のあるものであるかどうかは、定かではない。なるべく子どもたちの生活に近い場面設定のスト

ーリーを設定しようとはするが、その子どもの実生活の出来事のもつ意味の確からしさにはかなわ

ないと思われる。文脈共有インタヴューで尋ねられる出来事は、子どもに意味を尋ねる出来事とし

てより適しているものである可能性が高いことが、第２の特徴である。

第3の特徴として、インタヴューを受ける子ども本人とその周りのメンバーについて承知してい

る者がインタヴューアーとなっているので、現実の対人関係ネットワークの中にいる本人とそのメ

ンバーをめぐる出来事についてきけるということがある。それによって、「誰でもない誰か」につ

いてではなく、現実の対人関係ネットワークにおける感情理解を捉えられる可能性が拓かれる。感

情理解の実践の場面を見ていると、表出された感情が単体として読み出されるというよりも、感情

表出の意味は、感情を表出している人物と他のメンバーとの関係性の歴史を背負って、今繰り広げ

られている事象の中で、構成されていくことが生じていると感じられる。同じく「泣き」であって

も、どのメンバーの、どのような文脈での泣きであるかによって、「悲しくて」、「悔しくて」、「わ

がままで」などと構成される意味は異なる。感情理解の文脈依存性、関係性の歴史への依存性を捉

え得る可能性のあることが第3の特徴である。

予備的に行った文脈共有インタヴューで、サッカーでのいざこざの原因をC君以外の子どもたち

にも尋ねたところ、行為に対する評価ではなく、“ボールあてたり”といった攻撃的な行為そのも

のをあげる子どもの事例にも出会った。それは、どちらかというと自分からいざこざを起こすこと

が多く観察された子どもの事例であった。そこでは、参与観察されたことと、文脈共有インタヴュ

ーで捉えられたこととの間に、C君の事例とはまた異なった関連を見ることができるように思われ

る。文脈共有インタヴューで捉えられる「実践における思考」と、参与観察で捉えられる実践との

関連における個人の多様性の研究へと道を拓く可能性があることが、第4の特徴である。

一方、文脈共有インタヴューの発展可能性の陰には、次のような限界と課題がある。
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第1に、文脈共有インタヴューで尋ねる出来事を、どのように取捨選択するのかという問題があ

る。インタヴュー資料３にあげた出来事については、子どもたちの感情表出を手がかりにして子ど

も自身の感情が大きく動いていると推測される出来事であったことが選択の主な基準であったが、

文脈共有インタヴューで尋ねる出来事を取捨選択する判断基準が何であるのかは、常に明確化され

る必要がある。

第2に、文脈共有インタヴューは、当該の出来事について、求められれば言語で整理し語ること

のできる力のあることが前提となる方法である。5, 6歳児くらいからはそのようなことが可能とな

るであろうが、それ以前の幼児には適用することが難しい。5, 6歳より前の幼児に適用するとした

ら、当該の出来事を視覚的な資料をも援用してわかりやすく提示する工夫や、あるいは例えば当該

の出来事について描画をしてもらいつつ言語によるやりとりも行うなどの工夫をすることが必要で

ある。

第3に、現実の対人関係ネットワークにおける感情理解を捉えるためには、インタヴューアーが

現実の対人関係ネットワークについて、子どもがしている理解を受け止められるだけの、枠組みを

構成していなければならない。文脈共有インタヴューは、インタヴューアーの判断基準や子どもの

園生活への理解、対人関係ネットワークの理解に大きく依存している方法である。インタヴューア

ーの理解自体も検討の対象とすべきであろう。

第４に、インタヴューアーは参与観察もしている者である。子どもなりに、インタヴューアーが

どのような存在であるのか、ある程度の了解が成り立っている場合が多いだろう。そのことによっ

て、子どもとのより自然なやりとりの展開が期待できると同時に、それがどのような了解であるの

かということを常に意識化しておく必要がある。子どもがインタヴューアーをどのような者と見な

しているかということは、文脈共有インタヴューの場でのやりとりに影響を与えているはずであり、

そのことに自覚的になる必要がある。

【引用文献】
Bringuier, J-C.  1985  Conversations libres avec Jean Piaget. 大浜幾久子（訳）ピアジェ晩年に語る　国土社
Dunn, J., & Hughes, C. 1998 Young children’s understanding of emotions within close relationships.

Cognition & Emotion, 12,171-190.
遠藤利彦　1997 乳幼児期における自己と他者、そして心：関係性、自他の理解、および心の理論の関係性を

探る　心理学評論　40巻　ｐ57-77.
Inhelder, B., & Piaget, J. 1958 The growth of logical thinking: From childhood to adolescence. Translated

by A. Parsons & S. Milgram. Pp.20-45. Routeledge & Kegan Paul.
久保ゆかり　準備中　幼児における感情表出についての考えの発達
中垣啓　2001 ピアジェの＜臨床法＞と実験心理学的方法　日本教育心理学会第43回総会発表論文集　pS101
大浜幾久子　2002 ピアジェの＜臨床法＞再考　駒澤大學教育学研究論集　第18号　ｐ23-41
Piaget, J. 1997 The moral judgment of the child. Translated by M. Gabain.  Free Press: New York.
Saarni, C., Mumme, D.L., & Campos, J.J. 1998 Emotional development: Action, communication, and

understanding. In W. Damon & N. Eisenberg（eds.）Handbook of child psychology, fifth edition, vol.3:
Social, emotional, and personality development. Pp.237-310. John Wiley & Sons, Inc.: New York.

坂上裕子　2000 情動表出に関する幼児の認識　日本発達心理学会第11回大会発表論文集　p348.

東洋大学社会学部紀要　第41-2号（2003年度）

3)個別具体的な感情・ピアジェ  04.2.26 8:59 AM  ページ 48



49

【Abstract】

A methodological exploration on the ways of interview 
to capture development of understanding of individual 

and concrete emotions : 
The‘clinical method’of Piaget as a clue

Yukari KUBO

In the traditional ways of interview, to give a story and ask children the questions on the

emotions of protagonists is one of the most popular methods in developmental research on

emotional understanding.  They have faced two deadlocks as follows;  ①Traditional ways of

interview have not tried to capture the understanding of the individual and concrete

emotions.  In this research area of emotion, it is needed to find out ways of interview that is

appropriate for generating and revising hypothesis, and finding research questions. ②

Traditional ways of interview have not captured interactions between thoughts and practices

of emotional understanding. In this paper, we have explored to find a way out of deadlocks

through the ‘clinical method’ of Piaget.  The findings are as follows;  ① The ‘clinical method’

is able to provide useful data for generating and revising hypothesis, and finding research

questions in developmental research on understanding of the individual and concrete

emotions.    ② The ‘clinical method’ is also the way of interview to attempt to capture

‘thought in action’.  This attempt should be applied to developmental research on emotional

understanding.  Then we could capture interactions between thoughts and practices of

emotional understanding.  This attempt is called ‘a context-shared interview’ and its

advantages and disadvantages are discussed.
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