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はじめに

集団生活においては、他者との対立や葛藤は避けることのできないものである。そのような他者

との対立・葛藤において、反社会的な手段に訴えるのではなく、また他者の権利を侵すのでもなく、

自らの要求を主張し他者と相互交渉することのできる力を育むことが、社会性の発達において重要

である（Rubin, Bukowski, & Parker,1998; Shantz,1987）。そのような社会性の発達を捉えよう

とするとき、他者と自分の要求が対立するといった、他者とのコンフリクトに対して建設的に対処

していく力の発達について検討することが重要であると考えられる。本研究では、けんかやいざこ

ざといった、子ども同士のコンフリクトに対処していく力の発達に焦点をしぼり、検討していくこ

とにする。

人間の生涯を通してみると、そのような力は、集団生活を送る場において育まれることが多いと

考えられる。そこで、多くの子どもたちが初めて出会う集団生活の場（幼稚園・保育園）に光をあ

て、そこにおける発達のプロセスを捉えることを試みる。本研究では、集団生活の場における、他

者との対立や葛藤について取り上げ、そのような対立や葛藤を収める仕方の発達について検討する。

具体的には、まず研究Ⅰにおいて、コンフリクトについての発達研究を概観した上で課題をまとめ

る。次に研究Ⅱにおいて、幼児期３年間においてコンフリクトへの対処についての認識がどのよう

に変化していくのか、検討する。具体的には幼児に〈けんか〉について尋ねるインタビュー調査を

し、４歳時点からの１年後、２年後を追い、発達的変化を検討することにする。

研究Ⅰ　対人的なコンフリクトへの対処の発達研究の概観と問題

1.幼児の調整・仲直り行動

そもそも子どもたちは、けんかやいざこざといった他者とのコンフリクトにおいて、対処自体を

するのだろうか。Westlund, Horowitz, Jansson, & Ljungberg (2008)は、プレスクールにおいて、

３～６歳児163名を対象にして、自由遊び場面を観察した。その結果、３歳児であっても、コンフ

リクトの後で相手との関係を調整したり仲直りしようとしたりする行動をしていることが見出され

た。すなわち、「遊びに誘う」、「身体に触れる（軽くたたいたり、抱いたり、手を握ったり）」、「自

分を笑いものにする（おどけたり、自己卑下したりする）」、「謝る」、「ものを提供する」、「妥協しよ
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うとする（例えば、列の先頭にしてあげると相手に言う）」といった行動のレパートリーが見出され

た。ただし、男子３歳児たちはそのような調整・仲直り行動をした割合は女子の３歳児たちよりも

少なく、また年長の男児よりも少なかった。他方、女児は、３歳であってもすでに、約80％に達し

ていて、より年長の女児たちと有意差はなかった。そこから、性差はあるものの就学前児といえど

も、他者とのコンフリクトに対して、調整・仲直り行動をとるといった対処をしていることが確認

され、しかも、その調整・仲直り行動には、いろいろなレパートリーのあることが示唆される。

調整・仲直り行動には多様なレパートリーのあることについては、Fujisawa, Kutsukake, &

Hasegawa(2005)も報告している。プレスクールの３・４歳児クラスを対象として、自由遊び時間

を観察した。その結果、調整・仲直り行動として、明示的なもの（謝罪する、妥協する、ものを提

供するなど）と、暗黙的なもの（フレンドリーにふるまう、謝罪なしで話しかける、相手にやさし

く触れるなど）という２つのカテゴリーを見出した。

また、広瀬(2006)は、保育園の３～６歳児158名を対象として、おやつ場面と自由遊び場面を観

察し、調整・仲直り行動として、次のような多様な方略を見出した；譲歩（「いいよ」などのことば

で相手の要求を受け入れたり、妥協して自分の要求を取り下げたりする）、ルールの導入（ジャンケ

ンや順番などのルールを導入する）、謝罪（「ごめん」など、謝罪する）、説明（自分の行動の理由を

説明する）、代償（代わりの物やおもちゃを提供したり、撫でたりする）、接近・合流（積極的に近

づき、同じ遊びに参加したり、作業を手伝ったりする）、接近・合流の誘導（自分の近くにくること

や同じ遊びに参加するよう誘いかける）、抗議（「いやだ」「やめて」などの発話で不満や拒否を示す）、

抵抗（押す、たたくなど身体的に抗議する）、おどけ（おどけた仕草や発話で遊びへと移行させよう

とする）、注意の転換（積極的に話しかけたり他のものへ注意を促し、いざこざから注意をそらす）、

距離取り（場所を移動していざこざの緊張状態を回避する）、介入要請（大人を呼ぶなどで介入を求

める、求めようとする）、懇願（攻撃をやめてもらうように懇願する）、 劣位性表出（眼をつぶっ

たり泣きべそ顔などを見せる、身体を引いたり姿勢を低くして劣位性を示す）。

その方略のなかの「おどけ」は、Westlund, et al. (2008)において見出された「自分を笑いもの

にする（おどけたり、自己卑下したりする）」に類似しているものである。広瀬(2006)は、おどけ

の機能として、「いざこざで生じた緊張状態を緩和する」ことをあげているが、Westlund, et al.

(2008)の「自分を笑いものにする（おどけたり、自己卑下したりする）」行動にも、同様の機能が

あると考えられる。そのような方略や行動は、子ども同士の「ふざけ」行動（堀越・無藤,2000）

とも類似していて、ユーモアにも発展する可能性のあるものと考えられる。

また、その方略のなかの「距離取り」は、Roseth, Pellegrini, Dupuis, Bohn, Hickey, Hilk, &

Peshkam (2008)が報告した「separate」（当事者が離ればなれの状態になること）と類似している。

あるいはまた、その「距離取り」は、French, Pidada, Denoma, McDonald, & Lawton (2005)

が報告した「disengagement」（交戦を中止してその場から離脱すること）とも類似している。「距

離取り」は、複数の研究において見られる行動であり、この時期の子どもたちにとって、調整・仲

直り行動の重要なレパートリーのひとつであることがうかがえる。French, et al. (2005) では、９

～１１歳の子どもたちを対象にしてインタビューを実施し、コンフリクトについて子どもたちに報

告してもらった。「disengagement」は、子どもたちが語るなかに出てきた行動のひとつであった。

児童期の中期から後期といった、より年長子どもでは、「距離取り」に類似した行動について対象化

して語れるようになることがうかがえる。

広瀬(2006)は、以上のような方略の機能について、次の４種にまとめている。すなわち、(1)和解

の意思を提示する：譲歩、ルールの導入、謝罪、説明、代償、接近・合流、接近・合流の誘導、(2)

調整・仲直り行動を引き出す：抗議、抵抗、(3)緊張状態を解消し、遊びへと移行させる：おどけ、
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注意の転換、距離取り、(4)他者を操作する：介入要請、劣位性表出、懇願。そこから、各方略の機

能が多様であることが明らかにされた。

2.第三者の介入によるコンフリクトへの対処

コンフリクトへの対処は、当事者のみでなく、第三者が行うこともある。３～６歳児を観察した

Westlund, et al. (2008) によると、第三者がコンフリクトに対して調停をすること（mediation）

は、年齢が上の方が、頻繁に行っており、性差は有意ではなかったことが報告されている。

Fujisawa, Kutsukake, & Hasegawa (2006) も同様の結果を得ている。すなわち、攻撃を受けた者

に対して、３，４歳児よりも５歳児の方がより頻繁に、調停や慰めを提供していた。斉藤・木下・

朝生 (1986) および Kinoshita, Saito, & Matsunaga (1993)においても、第三者による介入は、３

歳児クラスにおいても見られるものの、より年長の子どもたちの方がより多く行っていることが報

告されている。

子ども同士のコンフリクトへの介入としては、教師による介入も考えられる。広瀬（2006）にお

いても、「大人を呼ぶなどで介入を求める」という「介入要請」方略を、子どもたちが使用している

ことが見出されている。そのことに光をあて、Roseth, et al. (2008) は、子ども同士のコンフリク

トに対して教師がする介入に焦点をしぼり検討している。その結果、教師は、コンフリクトが身体

的攻撃を伴っているときには、そうでないときよりも介入することが多いことが見出された。また、

教師が介入した後では、コンフリクトの当事者の子どもたちは離ればなれになることが、介入のな

いときよりも、多いことが見出された。そこからRoseth et al. (2008) は、教師の介入は、仲直り

の自然なサイクルを部分的に妨げるかもしれないとしている。彼らは、仲直りの自然なサイクルの

ひとつとして、コンフリクトのあった後に、近くにいて敵対的でない仕方でやりとりし、コンフリ

クトが解消されるというもの（「together outcomes」 と彼らは命名しているもの）を想定してい

る。教師が介入すると、その「together outcomes」を生じにくくさせるおそれのあることを指摘

している。その「together outcomes」は、前節で取り上げた「調整・仲直り行動」の観点からす

ると、暗黙的な行動であると考えられる。教師による介入は、時として、暗黙のうちに行われる仲

直りを妨げる可能性があるということになろう。

しかしながら、教師の介入といっても、その性質や内容は、実際には多岐にわたっていると思わ

れる。心身へ危害がおよぶ危険性を察知した場合などでは、一種の危機介入として、物理的に引き

離すことを最優先にして間に入ることもあるだろうし、集団生活経験が浅く気持ちを伝えることが

下手な子どもたちに対しては、コンフリクトの当事者双方の主張を相手方に伝えるといった橋渡し

をすることもあろう。あるいは、より年長の子どもたちのコンフリクトに対しては、当事者のみな

らず、周りで見ている他の子どもたちを意識して、第三者としての調停方法のモデルを提示するこ

とも目指して介入するといったこともあろう。そのような、教師の介入の多様性の分析こそが、今

後の課題として取り組まれる必要があるだろう。

また、Roseth et al. (2008) は、身体的攻撃も文脈によっては、交渉の道具として使用されるか

もしれず、身体的攻撃のよしあしは単純には決めつけることはできないと論じている。たとえば、

相対的には大したことのないおもちゃなどをめぐってのコンフクリクトという文脈では、身体的攻

撃はやりすぎであると見なされるだろうが、とても重要なもののためならば、身体的攻撃であって

も理解されうるものとなるとしている。このようにRoseth et al. (2008) は、身体的攻撃を文脈の

なかで捉えることの重要性を指摘しているのであるが、身体的攻撃に限らず言語的攻撃などについ

ても文脈のなかで捉えることが必要であると思われる。言語的攻撃は、文脈によっては、身体的攻

撃よりもむしろ相手に与えるダメージが大きいこともありうるだろう。
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3.対人的なコンフリクトについての子どもの考え

以上の研究は、行動観察法を用いたものであったが、子どもたちにインタビューをして、コンフ

リクトへの対処の仕方についての考えを尋ねた研究もいくつかなされている。言うまでもなく観察

では行動は捉えられるが、どのように認識し思考していたかについては捉えられない。コンフリク

トに対する子どもの認識は、インタビューによって把促することが可能である。そして、ある事柄

について語ることとは、言語的に表象し自覚化することであり、それはその事柄に対して対象化し

て熟考して検討することにつながる。社会性の発達は「行動」と「認識」の二つの側面からなると

考える(Saarni, Campos, Camras, & Witherington, 2006)と、認識を捉えることの重要性に気付

かされる。

Thornberg(2006)は、５歳児178人を対象にして、パペットを２つ使い、そのうちの１つはイン

タビューを受けている子ども自身を表していることを伝えたうえで、コンフリクトのあるストーリ

ーを提示し、「あなたなら、どうするか」を尋ねた。コンフリクトの相手の出方には、次のような４

種類を設定した；(a)単純に主張する、(b)正当化する理由をつけて主張する、(c)別の選択肢を提案

する、(d)身体的な攻撃をする。そして、子どもが示した対応を、以下のような7種類の方略に分類

した；①攻撃的主張；身体的攻撃、侮辱などの言語的攻撃、②単純な主張；身体的・言語的攻撃な

しに、また状況への論理的な情報を提供することもなしに、本人の立場を維持する方略（例；ただ

主張する、ただ無視する）、③論理的な主張；状況への論理的な情報を提供しつつ、本人の立場を維

持する方略（例；正当化する、理由を述べる、別の選択肢を提案する、ルールを参照する）、④論理

的な協力；自分自身の立場のみ、あるいは相手の立場のみに利することを目指す方略ではなく、葛

藤状態にある双方の立場を考慮する方略。状況への論理的な情報を提供する（例；交替するなどの

妥協を示唆する、同時に同じ役をやれるとする）、⑤追従；相手の要求への服従、⑥撤退；やりとり

を終わらせ、その状況から離れる、⑦教師に言いに行く。

その結果、次のようなことが見出された。相手の出方が攻撃的ではない（(a)～(c)）の場合には、

攻撃的な対応を答えることはほとんどなかった。相手の方略が攻撃的である（(d)）の場合には、攻

撃的な対応を多くの子どもが表現した。単純な主張は、(b)よりも(a)で多く出現した。論理的な主

張は、(a)においてはほとんど出現せず、(b)において最も多く出現した。つまり、相手が正当化し

てきたとき、論理的な主張をすることが最も多かった。追従は、(c)において最も多く、(d)におい

て最も少ししか出現しなかった。撤退は、(c)において最も生じにくかった。論理的な協力は、(c)や

（d）よりも(a)や(b)において多く出現した。教師に言いに行くことは、(d)で最も多く出現した。こ

の最後の部分からは、身体的攻撃を受けた時には、子どもから教師に介入要請をよくすることが示

唆される。それは、身体的攻撃があるときに教師は介入することが多いという、Roseth et al.

(2008)の結果と一貫している。子どもの要請と教師の行動とが、対応していることがうかがわれる。

総じて、Thornberg(2006)においては、子どもがコンフリクトで使用すると語った方略は、相手の

出方と対応のあることが示されている。

David, Murphy, Naylor, & Stonecipher (2004) においても、パペット２つを使ってストーリー

を提示し、「次に何か起きるかしら」と尋ね、語ることあるいは演じることによって、答えてもらう

というインタビューを行っている。4歳から6歳11か月までの96名（男女同数）を対象として、次の

ような例話を４種類用意した；①ブロックをとった、②新しく来たペットをとった、③玩具の片づ

けについてけんか、④お店やさんごっこでの役割をめぐってのけんか。調査参加者間要因として、

その子ども自身が、葛藤状況を引き起こした人（initiator）であるのか、起こった事柄に対応する

人（responder）なのかということを操作し、調査参加者内要因としては、コンフリクトの強度を

操作した。



その結果、自分が葛藤状況を引き起こした場合は、そうではない場合よりも、葛藤はエスカレー

トしないと予測する傾向が見出された。そこからは、自分が始めた葛藤については、相対的に肯定

的に認知するという、自己奉仕的バイアスのあることが示唆される。また、男児と異なり女児にお

いては、コンフリクトの強度が強い場合のみならず弱い場合にも、コンフリクトの相手（同性）の

子どもは後で挑発的な行動をすると予測した。そこからは、女児の対人関係においては、男児の対

人関係とは異なり、相対的に弱いコンフリクトであっても、そののちの対人関係に微妙な影響を及

ぼしやすい可能性がうかがえる。

4.対人的なコンフリクトの収め方の発達についての課題

以上、最近の発達研究を概観したところ、対人的なコンフリクトの収め方の発達について、次の

ような３つの課題があると思われる。第１に、対人的なコンフリクトの収め方の発達を捉える方法

としては、観察とインタビューが有効であり、今後それらの関連を検討することが必要であると考

える。観察により、子どもが対人的なコンフリクトに対して実際にどのようにふるまっているのか、

その実際行動を捉えることができる。一方、インタビューにより、子どもが対人的なコンフリクト

についてどのように考えているのかを捉えることが可能である。今後は、この二つの方法を有機的

に組み合わせて、行動と思考・感情の関連を探ることが課題である。

第２に、対人的なコンフリクトの収め方は、相手の出方や、当事者か否か、自身が引き起こした

コンフクリトかどうかなどといった、文脈のなかで捉えることが必要である。それを実現するには、

多種多様な文脈を整理し記述する枠組みを構成することが課題である。

第３に、対人的なコンフリクトの収め方の発達における、年齢差や性差について、知見が蓄積さ

れつつあることが確認されたが、しかし、横断的なデータ収集法のみが使用されているので、子ど

もの個人差については、ある一時点での違いを事例として扱っているのみである。そのような子ど

もたちの個人差は、1年後、2年後にはどのように変化するのであろうか。あるいは、どのような点

は変化しないのであろうか。対人的なコンフリクトの収め方の発達における、個人差を捉えること

が、課題である。この第３の課題に取り組むため、次に研究Ⅱとして、インタビュー調査と参与観

察とを４歳時点から始め、その１年後、２年後を追い、縦断的に調査することにする。

研究Ⅱ 対人的なコンフリクトへの対処についての認識の発達
：４歳時点から６歳時点にかけての縦断的研究

1.問　題

コンフリクトについての認識は、研究Ⅰで概観したように、コンフリクトが生じる架空の状況を

提示して尋ねるという方法で研究されていた。それは、どの子どもにも同一の状況について尋ねる

ことができるという長所をもった方法である。しかしながらその方法では、日常生活で実際に遭遇

するコンフリクトに対してどのように認識しているのかについては、捉えることが難しい。

他方、研究Ⅰで概観した観察研究からは、幼児期にある子どもたちが、いざこざやけんかが起き

たとき、当事者としてさまざまな対処をしたり、また周りにいる第三者としての子ども達が間に入

り、当事者双方に意見を言わせて話を聞き、調停をしたりするといった姿が確認された。幼児とい

えども、日常生活で実際に遭遇するコンフリクトについては、潜在的には理解しているのではなか

ろうか。そして、それへの対処の仕方についてもある程度の認識を持っているのではなかろうか。

そこで本研究では、子どもが所属している園のクラスにおいて〈けんか〉があるかどうかについ
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て尋ね、日常生活場面での〈けんか〉についての認識を取り上げて検討することにする。その際に

は、インタビューと並行して、所属園での自由遊び場面を参与観察し、〈けんか〉の実際について

フィールドノーツに記録する。そしてその記録を踏まえて、インタビューにおいて、幼児の話を聴

くことにする。クラスでの〈けんか〉について、その背景や文脈についてある程度知った上で、話

を聴き、子どもにとっての意味を捉えることを目指す。

予備的研究として、久保（2005）は、４・５・６歳児各10名にインタビューを試みている。それ

によると、〈けんか〉についての認識には年齢による違いとともに、多様な個人差が見出された。

例えば、〈けんか〉への対処として、「ごめんねって言う」といった謝罪について語る子どもがいた

り、あるいは、「（ぼくがけんかを）とめる」といった調停について語った子どももいた。その子ど

も達の認識は、どのように変化するのであろうか。個人差自体も変化していき、それぞれに多様な

発達の道筋があるのではなかろうか。

研究Ⅰで概観したように、横断的な研究は進んでいるものの、縦断的な検討は緒についたばかり

である。そこで本研究では、幼児期の３年間を追って縦断的にインタビューを実施して、〈けんか〉

への対処についての認識の多様性とその発達の道筋について検討を加えることとする。

2.方　法

2.1 手続き

久保（2005、2006）に準じた。変更を加えた点についてのみ、以下に記した。

参加者：X年に東京都内の園に所属していた年少組児（平均年齢；4歳5ヵ月、レンジ；3歳11ヵ

月～4歳11ヵ月）のうち、本研究に参加することについて、保護者から同意を得ることができた子

ども達で、かつ、インタビューの誘いに応じてくれた子ども達。そして、X+1年後に年中組に所属

し、X+2年後には年長組に所属し、それぞれの年度において研究参加について引き続き保護者から

の同意を得ることができた子ども達で、かつ、インタビューの誘いに応じてくれた子ども達。25名

（男子12名、女子13名）。

インタビュー実施時期：年少組における2～3月（４歳時点と記す）、1年後の年中組における2月3

月（５歳時点と記す）、さらにその１年後の年長組における2月３月（６歳時点と記す）。

手続き：対象者所属園の１室にて、筆者と１対１のインタビューを実施した。質問は次の4点を

中心に、子どもの表現や応答を尊重して、子どもが表したことばを適宜繰り返したり確かめたりし

ながら尋ねた。

Q1：○○組（対象児が所属しているクラスの名前）さんで、〈けんか〉になること、あるかな。

｛この質問に、否定的な応え（「ない」とか答えない、首を横に振るなど）がみられた場合には、以

降の質問には、「もしも〈けんか〉になったとしたら」と言い添えて、尋ねた。｝

Q2：〈けんか〉は、どうして〈けんか〉になるのかな。

Q3：〈けんか〉になったときには、どうしたらいいのかな。

Q4：そのあと、どうなるのかな。

2.2 分析方法

上記の質問のうち、Q3の質問への答え（〈けんか〉への対処）を中心に分析した。分析方法は、

久保（2005、2006）に準じた。



2.3 カテゴリの設定
本研究において、久保（2006）と同様、子どもが使ったことばをできるだけ改変せずにカテゴリ

の名前とした。そのため、久保（2006)のカテゴリと内容は類似しているが、名前が一致しない場
合が生じてきた。それは、次のカテゴリである。本研究のカテゴリ名「ゆずる」は、久保（2006）
における「貸してあげる、いいよ」に相当する。本研究のカテゴリ名「とめる」は、久保（2006）
における「やめなって、とめる、助ける」に相当する。
本研究のデータにおいて新たに設定されたカテゴリは、以下の通りである。
「逃げる」、「やめる」、「やめてって」、「とめるけど、とめられない」、「話す」。「逃げる」は、広

瀬(2006)の「距離取り」、Roseth et al.(2008) の「separate」と類似しており、仲直り行動の重要
なレパートリーのひとつであると考えられるが、久保(2005,2006)では語られたことのないもので
あった。「やめる」、「やめてって」は、意味としては、「とめる、けんかダメって」に近いが、第三
者として〈けんか〉を制止するとは限らず、自分がしている〈けんか〉を自ら終了させること、あ
るいは〈けんか〉の当事者として相手の行為を終了させようとしていることを含意している可能性
が否定できないと考え、新たなカテゴリとして設定した。「とめるけど、とめられない」は、目標と
しては、「とめる」と同一であるので、そこに含ませることも可能なものであるが、果たせなかった
という結果が述べられているので、区別し、新たなカテゴリとして設定した。「話す」は、久保
（2006）においては、「やめなって、とめる、助ける」のなかに、実質的には含まれていたが、調停
の度合いのより高いものであるので、本研究では、新たなカテゴリとして設定した。
なお、「カテゴリ」の内容について説明をしたうえで、心理学関連領域を専門としている研究者１
名にも、プロトコル資料の分類を依頼した。一致率は、82.7％であった。不一致の事例のカテゴリ
分類は討議により一致させることが可能であった。

3.結果と考察
3.1４歳時点・５歳時点・６歳時点におけるカテゴリ別人数（年齢集団としての変化）

2.3に記したカテゴリに該当する応答をした子どもの人数を、時点別にまとめ、表１と図１に記し
た。４歳時点では、「ごめんね」が最も多く、25名中7名（28％）だった。次いで多かったのは、
「ゆずる」であり、5名（20%）だった。広瀬(2006)の分類では、それぞれ「謝罪」、「譲歩」と命名
されたものに対応すると考えられる。その二つの人数を合計すると、ほぼ半数にのぼった（25名中
12名）。３番目に多かったのは、「わからない」であり、4名(16%)だった。

表１　カテゴリごとの時点別人数〔単位：人〕

カテゴリ 4歳時 5歳時 6歳時

わからない 4 3 0

逃げる 1 0 0

先生に言う 2 1 0

ゆずる 5 3 1

ごめんね 7 10 6

やめる 1 2 0

やめてって 1 0 0

順番こ 1 0 0

ジャンケン 2 3 3

とめるけど、とめられない 0 0 1

とめる 1 3 7

どうしたのって 0 0 2

話す 0 0 5
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そこから、４歳の時点では、〈けんか〉の対処について問われて、言語で語るまでには至っていな

い子どもが少なからずいて、〈けんか〉の対処について自覚的に捉えることがまだできかねている場

合のあることがうかがえる。一方、ほぼ半数の子どもたちは、〈けんか〉の対処について問われて、

謝罪や譲歩について語った。謝罪や譲歩は、〈けんか〉の収め方の定型的なものであり、自己抑制的

なものと考えられる。４歳の時点では、そのような自己抑制的で定型的な対処法について自覚的に

捉えられることがほぼ半数の子どもたちに可能であることがうかがえる。

ただし、1名のみではあったが、「とめる」とした子どももいた。あるいは、「順番こ」や「ジャ

ンケン」とした子どもは、それぞれ1名、2名いた。これらは、〈けんか〉を自身で交渉により収め

ようとしたものと解釈することができる。４歳の時点で、既に〈けんか〉への対処についての認識

には多様性のあることが示唆される。

５歳時点では、「ごめんね」が最も多く、25名中10名（40％）に上った。「ゆずる」（3名）とあ

わせると、過半数に達した（13名52%）。他方で、「わからない」とした子どもも、まだ3名いた。

一方、「ジャンケン」が3名、「とめる」が3名、あわせて6名（24%）いた。

そこから、５歳の時点では、〈けんか〉の対処について自覚的に捉えることが、引き続きできかね

ている場合のあることがうかがえる。しかし同時に、過半数の子どもたちが、謝罪や譲歩について

語ったことからは、５歳の時点では、過半数が、そのような定型的な対処法について自覚的に捉え

られるようになったことがうかがえる。それとともに、「ジャンケン」および「とめる」と語った子

どもの人数が増え、〈けんか〉を自身で交渉により収めようとしたものと解釈可能な語り方ができる

ように変化していったことがうかがえる。

６歳時点では、「とめる」が最も多く25名中7名（28％）だった。「どうしたのって」（2名）と

「話す」（5名）とあわせると、14名（56%）となり、過半数を超えた。「ジャンケン」(3名)、「とめ

るけど、とめられない」(1名)を加えると、18名(72%)にのぼった。それ以外の子どもたち7名

（28％）は、「ごめんね」「ゆずる」と語った。「わからない」とした子どもは皆無だった。

そこから、６歳の時点では、多くの子どもたち（約７割）が、〈けんか〉を自身で交渉により収め

ようとしたものと解釈可能な語り方ができるようになったことがうかがえるとともに、そのほか子

どもたち（約3割）は、謝罪や譲歩について語った。６歳の時点では、〈けんか〉への対処として、

自身で交渉により収めようとするものと、自己抑制的で定型的なものが、二つの大きな対処の仕方

となっていたことが示唆される。
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なお、本研究の結果と、５歳時点から６歳時点への変化を検討した久保（2006）と比較すると、

久保（2006）の５歳時点での「わからない」という回答の多さ（31名中11名、35%）が目をひく。

本研究では、「わからない」という回答は、５歳時点では25名中3名(12%）のみであり、その1年前

の４歳時点であっても4名(16%)のみだった。

それをひきだした要因のひとつとして、本研究ではインタビューアーが3年間にわたり週1回、園

のなかで参与観察もしている者であったことの影響もあるのではないかと考える。久保（2006）で

もインタビューアーは、子ども達と顔見知りになっており、一緒にいて安心・安全な相手であると

の関係は築いた上で、すなわち、いわゆるラポールがついた状態でインタビューを行っていた。し

かし、本研究ではさらに、3年間週1回、自由遊びを中心に子ども達を見守ってきた者であった。本

研究では、子ども達にとってインタビューアーは、園やクラスのこと、クラスメートや先生方のこ

とをよく知っていて、いつもの遊びややりとりを見ていた人でもあったと考えられる。子どもたち

にとっては、インタビューアーは、背景となる文脈情報を共有している人であり、クラスの〈けん

か〉についての考えを、伝えやすい相手であったのではなかろうか。

他方、インタビューアーは、週1回、自由遊びを中心に見守ってきた。したがって、インタビュ

ーアーは子ども達の話が、たとえ言葉足らずの表現であっても、その意味を推測するための手がか

りを相対的には多くもっており、意味の候補を推測しやすく、表現することを促す応答もしやすか

ったのではないかと思われる。参観をしている者がインタビューをすることの特徴について、今後、

子ども達とのつきあいの浅い者がインタビューをした場合と比較するなどを含めて、より詳細な研

究が必要であると考える。

3.2４歳時点から５歳時点および６歳時点にかけての変化パターン（子ども一人ひとりの変化）

3.1では、年齢集団としての４歳から６歳への変化を見てきたが、４歳から６歳への変化の道筋を

詳細に検討するためには、一人ひとりの４歳から６歳にかけての変化を見ていく必要がある。表２

は、25名一人ひとりの４歳時点から５歳時点を経て６歳時点に至るまでのカテゴリの変化をまとめ

たものである。その結果、何人かが類似の変化のパターンを示すことが見出された。その変化のパ

ターン別の人数は、表３に示した。

一つ目のパターンは、４・５歳時点では、「ごめんね」、「ゆずる」、「先生に言う」と語ったが、６

歳時点では、「とめる」、「どうしたのって」、「話す」と語ったというものである（8名、32%；表３

の①②）。そこからは、４歳の時点あるいは５歳の時点では、〈けんか〉への対処として、自己抑制

的で定型的なものや大人に依存したものを認識していたが、その１年後・２年後の６歳の時点では、

自身で〈けんか〉を交渉により収めようとする対処について自覚的に捉えることができるようにな

ったことがうかがえる。〈けんか〉への対処として語られる内容が、年齢が上がるにつれて、定型的

なやり方や大人併存したやり方から、自他の要求を踏まえた交渉へと変化することが推測される。

二つ目のパターンは、４歳時点から６歳時点までずっと、「ごめんね」、「ゆずる」と語った、ある

いは、途中の５歳時点でいったん別のことが語られたが、６歳時点では「ごめんね」、「ゆずる」に

戻ったというものである（5名、20%；表３の⑤⑥⑬）。そこからは、４歳から６歳まで、〈けんか〉

への対処としては、自己抑制的で定型的なものについて語り続けたことがうかがえる。

以上から、〈けんか〉への対処についての認識の発達の経路としては、代表的なものが２つあるの

ではないかと推測される。

さらに、上述以外にも別の変化があった。1事例ずつのみであるが、以下のようなものが見出さ

れた。(1)４歳時点から一貫して自身で〈けんか〉を交渉により収めようとする対処について語った

例（表３の⑦）、（2）４・５歳時点では語れなかったが、６歳時点では自身で〈けんか〉を交渉に
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表２　４歳時点から６歳時点への一人ひとりの変化

表3のパターン番号との対応 4歳時点 5歳時点 6歳時点

⑮ わからない わからない ごめんね

⑪ わからない わからない とめるけど、とめられない

⑩ わからない ゆずる ジャンケン

⑨ わからない やめる とめる

④ 逃げる ごめんね とめる

④ 先生に言う ごめんね とめる

② 先生に言う とめる 話す

① ゆずる ゆずる どうしたのって

⑤ ゆずる ごめんね ごめんね

① ゆずる ごめんね 話す

① ゆずる ごめんね とめる

② ゆずる ジャンケン 話す

⑫ ごめんね わからない ジャンケン

⑬ ごめんね 先生に言う ごめんね

① ごめんね ゆずる 話す

⑤ ごめんね ごめんね ゆずる

① ごめんね ごめんね とめる

⑥ ごめんね ジャンケン ごめんね

⑥ ごめんね とめる ごめんね

⑧ やめてって やめる とめる

② やめる とめる とめる

⑭ 順番こ ごめんね ごめんね

③ ジャンケン ごめんね ジャンケン

③ ジャンケン ごめんね どうしたのって

⑦ とめる ジャンケン 話す

表３　変化のパターン毎の人数

パターン番号 ４歳時点→５歳時点→６歳時点　　　　　　　　　　　　人数

① ごめんね・ゆずる→ごめんね・ゆずる→とめる・どうしたのって・話す 5

② ゆずる・やめる・先生に言う→ジャンケン・とめる→とめる・話す 3

③ ジャンケン→ごめんね→ジャンケン・どうしたのって 2

④ 逃げる・先生に言う→ごめんね→とめる 2

⑤ ごめんね・ゆずる→ごめんね・ゆずる→ごめんね・ゆずる 2

⑥ ごめんね→ジャンケン・とめる→ごめんね 2

⑦ とめる→ジャンケン→話す 1

⑧ やめてって→やめる→とめる 1

⑨ わからない→やめる→とめる 1

⑩ わからない→ゆずる→ジャンケン 1

⑪ わからない→わからない→とめるけど、とめられない 1

⑫ ごめんね→わからない→ジャンケン 1

⑬ ごめんね→先生に言う→ごめんね 1

⑭ 順番こ→ごめんね→ごめんね 1

⑮ わからない→わからない→ごめんね 1

合　　　計 25
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より収めようとする対処を語った例（表３の⑪）、（3）４・５歳時点では語れなかったが、６歳時

点では謝罪について語った例（表３の⑮）、（4）４歳時点では謝罪について語ったが５歳時点では

「わからない」というように語れなくなり、その後６歳時点では｢ジャンケン｣と語った例（表３の⑫）。

そこから、〈けんか〉への対処についての認識には多様性があり、その成長の仕方にも多様な経路が

ありうることが示唆される。

3.3４歳時点から５歳時点および６歳時点にかけての変化の事例

3.2での検討の結果、〈けんか〉の対処についての認識の変化には、少なくとも２つのパターンの

あることが示唆された。そこで、各パターンに沿った子どもの事例を取り上げ、変化の詳細につい

て検討することにする。まず、3.2での一つ目の変化パターンに沿った事例（表３①）をあげる。な

お、以下の事例におけるアルファベット表記は全てイニシャルではなく、仮名である。

【事例１；Aさん】

４歳時点； （もしも、けんかになったら、どうしたらいいかな？）註１

…「どうぞ」ってやさしくしてあげる。

（そのあと、どうなるかな？） 貸したげる。

５歳時点； （もしも、けんかになったら、どうしたらいいかな？）

…「どうぞ」って貸したげる。

（そのあと、どうなるかな？） 仲良くなる。

６歳時点； （もしも、けんかになったら、どうしたらいいかな？）

…「どうしたの」って言ってあげる。

（そのあと、どうなるかな？） ごめんねをして、仲良しになればいい。

〈けんか〉になったらどうしたらいいかと問われ、Aさんは４歳と５歳の時点では、「どうぞって

やさしくしてあげる」、「どうぞって貸したげる」と語ったが、1年後の６歳の時点では「どうした

のって言ってあげる」と語った。そこからは、Aさんが、４・５歳の時点では、譲歩といった自己

抑制的で定型的な対処についてのみ認識していたが、その後の６歳時点、年長組の終わりまでの間

に、自身で〈けんか〉の経緯について尋ねて調停に入るという対処について自覚的に捉えることが

できるようになったことがうかがえる。

次の事例は、3.2の二つ目の変化パタン（表３⑤）に沿った事例である。

【事例２；Bさん】

4歳時点； （○○組さんでけんかになること、ある？）うん。

（どうしてけんかになったの）

あのさ、お友だち、自分が使ってたのをとられたりしてさ、けんかになっちゃう。

（どうしたらいいかな？）「どうぞ」ってする。

（そのあと、どうなるの？）自分が終わったら、お友だちに、どうぞする。

5歳時点； 今日Dちゃん、おかあさんごっこしてたとき、おかあさんてご飯作るでしょ？　

Eちゃんていう子が食べたいって思ったのに、「ダメ！今日はEちゃん、ダメよ」

って、けんかした。

（そういうとき、どうしたらいいかな？）

…「ごめんね」って言う。あと、｛相手が｝註２これが言えなかったら、先、

ごめんねって言って、私だってやな気持ちしたんだよって言う。

（ごめんねって言って、私だってやな気持ちしたんだよって言うの？）

心から傷ついた。
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（そうか。そのあと、どうなるの？） 仲良しになる。

（今日はどうなったの？） 何もなってない。仲良しのまま。「ごめんね」っ

て二人言ったら、仲よしになった。どっちが先かは、忘れたけど。

6歳時点； （○○組さんでけんかになること、ある？） あんまりないなあ。

（もしもけんかになったら、どうしたらいい？）

みんなまず一番に、悪いことしたら、「ごめんね」って言ってる。

（そのあと、どうなるの？）

お友だちも「いいよ」って言うから、もうけんかはなくなる。

Bさんは、４歳時点で「どうぞってする」、５歳時点で「ごめんねって言う」、６歳時点で「ごめ

んねって言ってる」とし、４歳時点から一貫して、譲歩と謝罪という自己抑制的で定型的な対処に

ついて語った。一見すると、その３年間に変化はなかったようにみえる。しかし５歳時点では、謝

罪について語ってはいたが、同時に「｛相手が｝これが言えなかったら、先、ごめんねって言って、

私だってやな気持ちしたんだよって言う」とも語った。謝罪の後には、自身のネガティブな感情に

ついて語り、相手からも謝罪をひきだすための手段として、「ごめんね」を用いているように思われ

る。謝罪が、単なる定型的な対処方略というよりもむしろ、交渉にもっていくための手段の一つと

して利用されているのではなかろうか。交渉には、正面から自己主張をしあって問題を明確化させ

いくというやり方とは別に、対立を明確化させずに折り合いをつけようとするやり方があるのかも

しれない。Bさんの３時点でのインタビュー結果からは、３年間に、自己抑制的な対処のなかにお

ける、深まりが生じていたのではないかと推測される。

次の事例は、3.2で見出された2つの代表的なパターンには、あてはまらないものである。４歳時

点から６歳時点まで一貫して、自身で〈けんか〉を交渉により収めようとする対処について語った

例（表３の⑦）である。

【事例３；Cさん】

4歳時点； （○○組さんでけんかになること、ある？）Pちゃんね、パンチとかしちゃうんだよ。

…中略…（そうか…どうしたらいいのかな？）…最初に言うことは、「ダメだよ」

って言ってから、そいで、「ごめんねって言って」って言う。

5歳時点；（○○組さんでけんかになること、ある？） 取り合いのけんかは、ある。先生

が怒ってくれるけど、とって、たたかれて、泣いちゃうこと、ある

（そういうとき、どうしたらいいのかな？） そいで、貸してくんなかったら、

最初にグーで決めて、勝った方が使って、そいで、その人に｛次の人が｝使う。

お片付けになったら、明日にしよう。早く来て、昨日のことは、そこで守ればい

いと思う。

6歳時点；（○○組さんでけんか、ある？）いっぱいある。いっつもウノとかで、Qちゃんと

かが決めて次の日やろうねって言って約束したのに、うそみたい。ふつうのやつ

やったとか。

（そういうとき、どうしたらいいのかな？）

たぶん、この次の日、「ちゃんとやってね」って言う。話す。

この事例は、カテゴリにあてはめると、「とめる」→「ジャンケン」→「話す」となり、３つの時

点において、すべて「自身で〈けんか〉を交渉により収めようとする対処」であり、一見、３年間

で変化がないようにみえる。しかし詳細にみていくと、４歳時点では、特定のクラスメートへのや

や定型的な対処であるように思われる。それが５歳時点になると、「取り合い」というより一般的な

葛藤について、ジャンケンというルールを導入する対処が語られ、一般化が進んだように思われる。



さらに６歳時点になると、「ちゃんとやってね」と相手方に話すといった、より柔軟なコミュニケー

ションの取り方へと変化しているように思われる。「自身で〈けんか〉を交渉により収めようとする

対処」のなかにおける、３年間の成長がうかがえる。

以上の３事例を検討すると、４歳から６歳にかけての変化には、3.2で検討したように複数の代表

的なパターンがあると同時に、事例３のように、それ以外の変化のパターンのあることがうかがえ

る。また事例２のように、3年間を通して自己抑制的な対処について言及したことには変化がなか

ったが、そのなかにおいて謝罪を交渉の方略として用いるといった方向への成長のあったことがう

かがえた。あるいは事例３では、3年間を通して交渉により収めようとする対処について語ったこ

とには変化がなかったが、交渉の仕方がより柔軟になるといった方向への成長のあったことがうか

がえた。〈けんか〉の対処についての認識の発達は、定型的なやり方から、自他の要求を踏まえた交

渉へと変化するという図式には、単純にはおさまりきらない成長があるように思われる。

結びにかえて

本研究では、幼児期におけるコンフリクトへの対処の発達を検討してきた。研究Ⅰでは、それら

を扱った研究を概観し、３つの課題を見出した。研究Ⅱでは、そのうちの第３の課題を検討した。

すなわち、幼児期３年間においてコンフリクトへの対処についての認識がどのように変化していく

のか、４歳時点から１年後、２年後を追い、発達的変化を検討した。その結果、〈けんか〉への対処

についての認識の発達の経路としては、比較的多くの子どもがたどるものが２つあることが示唆さ

れた。一つ目は、自己抑制的で定型的な対処から、自他の要求を踏まえた交渉へと変化する経路で

あり、二つ目は、４歳から６歳まで、自己抑制的で定型的な対処について捉え続けるという経路で

ある。さらに、その２つ以外の経路の存在を示唆する事例が見出された。

研究Ⅱは、研究Ⅰで見出した第１と第２の課題に対して、直接検討したものではないが、研究Ⅱ

の結果を踏まえて、それらの課題に対して考えられることを最後にまとめてみる。研究Ⅰで見出し

た第１の課題は、行動と認識の関連を探ることであった。そこで、研究Ⅰで概観した行動観察研究

の結果と、研究Ⅱでインタビューにより捉えた認識とを比較してみた。その結果、Fujisawa et al.

（2005）が見出した「暗黙的な」調整・仲直り行動（例えば、謝罪なしで話しかける等）は、研究

Ⅱのインタビューではほとんど語られなかったことが見出された。例外は、わずかに「距離取り」

に相当する対処（「逃げる」）を語った1事例があるのみであった。研究Ⅱに参加した子どもたち対

しては、参与観察も実施していることから、実際の行動については、フィールド・ノーツ記録を参

照して知ることが可能である。その記録からは、研究Ⅱの子どもたちも、実際の〈けんか〉場面で

は、「暗黙的な」調整・仲直り行動をとっている場合のあったことが確認できた。そこからは、実際

には「暗黙的な」調整・仲直り行動をしていたが、インタビューでは語らなかったことがあると推

測される。「暗黙的な」調整・仲直り行動は、いわば暗黙知としての対処であり、それは、主として

自覚的な認識を尋ねるインタビューでは捉えにくいものであるのかもしれない。フィールド・ノー

ツを再検討したところ、インタビューではあまり語らなかったが、実際の〈けんか〉場面では適応

的に対処していた子どもたちが少なからず存在したことが見出された。暗黙知としての対処と、自

覚的に語られる対処との関連を今後、検討する必要があると考える。

研究Ⅰで見出した第２の課題は、コンフリクトを、それが生じた文脈のなかで捉えることであっ

た。研究Ⅱでは、架空の状況での〈けんか〉ではなく、園のクラスにおける〈けんか〉という日常

生活場面での〈けんか〉について尋ねることによって、生活場面から切り離さない形で〈けんか〉

を捉えることを目指した。また、子どもたちの園生活を週1回参与観察をしている者がインタビュ

ーを実施することによって、園生活の文脈を子どもと共有した者が子どもの話を聴くこととした。
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そのことの成果のひとつとして、研究Ⅱでは、最年少の４歳時点であっても、インタビューにおい

て無答であった割合が少なかったことがあったと思われる。しかしながら、それでもなお、クラス

における〈けんか〉について具体的には語らなかった場合があった。そのような場合には、園生活

の文脈を共有していることを生かして、もっと個別的に尋ねることを試みてもよいかもしれないと

考える。たとえば当該の子どもが、ふだん園生活においてよくしている遊びのなかでの〈けんか〉

について尋ねるといった工夫が有効かもしれない。コンフリクトをそれが生じた文脈のなかで捉え

る方法をより一層洗練させていくことが、今後の課題である。

付　記：研究にご協力くださった園のお子様方、保護者の皆様、教職員の皆様に心より感謝申し上げます。

研究Ⅱの分析に、平成19～22年度日本学術振興会科学研究費補助金(研究代表者：久保ゆかり 基盤C課題番号

19530601)の助成を受けた。

註１：3.3の事例の記述において、( )内は、インタビューアーの発話である。

註２：同記述において、｛ ｝内は、子どもの発話の不足部分を、前後の文脈から推測して　補足したものである。
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【Abstract】

The Development of Preschool Children's Conflict
Resolution With Peers :

Changes from four-year-olds to six-year-olds

KUBO Yukari

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

conflict resolution with peers. First, recent proposals and research on the

development of children's conflict resolution with peers are reviewed. Second, the

research on preschool children's views about conflict resolution with peers is

conducted. Twenty five four-year-olds were interviewed on how they resolve

conflicts with classmates. They were interviewed again one year later and two

years later to be asked the same questions. The findings are as follows; We find

two major change patterns of views about conflict resolution with peers from

four-year-olds to six-year-olds. The one pattern is that when they were four-

year-olds or five-year-olds, they were able to recognize that the resolution is

made possible by apoligizing, and that when they were six-year-olds, they

became to recognize the autonomous resolution which was to conciliate the

conflicts from the third person's point of view. The other pattern is that they were

able to recognize that the resolution is made possible by apoligizing from four-

year-olds to six-year-olds. In addition to these major changes, there appears to be

some minor changes. It is suggested that there is diversity in developmental

changes of preschoolers' views about conflicts resolution with peers.


