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模倣されたことから広がる子ども間の身体による相互行為

－3歳児と4歳児の発達的特徴を焦点として－

鈴木裕子

1．目的と問題

1.1目的

本研究では、幼児期の子どもにとって、子ども間の身体による相互行為が、どのような要

因によって成立しているのかを知る端緒として、模倣された子どもに着目し、そこから広が

る身体による相互行為の事例の分析と論証を試みる。特に本稿では､3歳児と4歳児を比較し、

身体による相互行為に及ぼす要因の発達的特徴を考察する。

1.2本研究で対象とする｢幼児における身体による相互行為」

遊びこそが環境を通しての保育であるという理念を具現化するために、幼児期の仲間間の

相互行為を捉え、子どもの内面を理解しようとする研究が多く行われている。たとえば、ご

っこ遊びなどでの仲間関係(松井2001；岩田2011;野尻2000)や役割(増田2002)、イメー

ジの共有(砂上2000)、いざこざ（高濱1999;広瀬2006)やトラブル（都築2009)など、他

者とかかわるなかで特徴的に生じる場や現象に着目し、そこでの子どもの身体による行為を

解釈している。それらの知見は、幼児が相互行為を通して他者を知り自己を知ることがコミ

ュニケーションの基盤となるという共通の概念に支えられている。では乳幼児にとってのコ

ミュニケーションとは、の問いに対して鯨岡(2006,pl8)は、記号を通して情報の授受を行

う「伝達」に重きを置いたコミュニケーション理解ではなく、情動の共有あるいは情動の通

底から生まれる通じ合える喜びこそがコミュニケーションの本質と説くことで答える。また

佐藤(2000,ppl-3)は、幼児がボールを転がしてやりとりして笑い合う行為は、身体の快楽

として享受されている好意の交換であり、そのような身体の応答性と共振性は、人が人とか

かわり社会を構成する原型を創り出すと述べる。このように、幼児の発達において認められ

る身体の知の先行性と優位性は自明であり、幼児期の相互行為は「身体による相互行為」と

称するまでもなく、身体と身体の体験によって成立する現象である。本研究では、この視座

を基軸とし、「身体による（起こる)」とは、身体から発する多様なシグナルを総称し、身体

の動作、運動のみでなく、表情、発する言葉や口調、歌うことなどを含めて「周囲や他者に

かかわる主体としての身体全体が為す現象」と位置づける。

(すずき・ゆうこ愛知教育大学）
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1.3模倣された子どもに着目する意義と研究経緯

模倣された現象に着目して身体による相互行為を論じる理由及び3歳児と4歳児を対象と

する理由は以下の3点である。

1点目は、受動性という立場で身体による相互行為を検討する意義が認められるからであ

る。浜田（1999）は、教育学や心理学の世界ではとかく人間の主体性が強調されるが、相手

の主体性を受け止めるという意味では受動性の契機を抜きにしては語れないことを指摘する。

何かをされる自分をそこに感じ取る、自分と同様に相手を「する」主体として受け止めるこ

とができるからこそ、自分は相手から「される」態様をそのとおり受け止めることができる。

相手にもうひとりの主体を感じるとき、そこからおのずと「能動一受動」のやりとりが成り

立つのであり、私たちが他者との関係で普段感じている受動性の契機が、人間の共同性のも

つひとつの大事な契機をなしていると考えられている。したがって、模倣されたという自分

側の受動は、相手の模倣をするという能動の裏返しの現象として、受動性の典型として認め

られる。にもかかわらず、このような受動性に定位して幼児の相互行為を捉えた研究はほと

んど見当らず、札|互行為の構図のなかにうまく組み込まれてこなかったことがうかがえる。

2点目は、身体による相互行為を捉えるために可視的な現象を取りあげるという有効性が

認められるからである。幼児の場合、様々な場や時間で相互行為が出現し、いつ始まってい

つ終わったのか、かかわった子どもは何人かという枠組みが判断しにくいことが多い。本研

究で着目する模倣された子どもは、模倣されたこと自体が相互行為という点において、すで

に可視的な存在である。また3歳児と4歳児という年齢による差異も、この有効性に強調的

に関与すると考えられる。特に、相互模倣は、幼児期初期（1歳～3歳未満）の言語発達や象

徴機能の発達を支える要因として扱う研究が多く（瀬野2010；淀川2010)、また近年、その

延長上にあり同時に幼児期後期への境界期にある3歳児への関心も高まっているが、幼児期

後期、なかでも4歳児以降を扱った研究は、砂上(2007,2011)に僅かに見られるにすぎない。

保育者側の直接的な関心事でもあるため、保育実践の場に新たな視座を提供し得ると考える。

3点目は、先行研究(鈴木2012)において生成された「模倣された子どもにもたらされる身

体による模倣の機能」(表l)として分類された構成概念を用いて事例を分類したうえで、相

互行為内で生じている連鎖のあり方を論じる有効性が認められるからである。本機能は、身

体による相互行為の可視化を目指し、観察などの手続きから、幼児が自分の行為を他児に模

倣された状況を捉え、模倣されたことによって現れた行為を解釈し、模倣された子どもと模

倣する子どもとの関係とその変容が類似するものを集約し分類した。分類された事例の特徴

を5つの「機能」として命名し、その後、各機能の適応の是非を検討した。表1では、各機能

名、事例の解釈から導かれた機能の定義、機能命名の由来となった事例の一例を記し、検討

の経緯を示した。分類命名の限界として、多くの行為の連鎖がひとつ以上の機能を持つ場合

もあることが指摘される。例えば、一事例中に複数の機能が重なって読み取れたり、相互行

為を途切れさせたりする機能として働くなど、身体による相互行為の複雑さのすべてを説明

しきれない。しかしながら無藤(1997,ppl93-196)は、行為の連鎖の記述は様々 なカテゴリ

ーを用いることになるが、そのカテゴリーも実在しているわけではないので、繰り返し実際

の動きに引き戻してカテゴリーを再構築していくべきと提唱する。その提唱を踏まえ、また
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表1事例の分類に用いる「模倣された子どもにもたらされる身体による模倣の機能」

命名の経緯と定義

模倣された子どもにも

たらされる身体による

模倣の機能

（模倣された子どもは、

模倣されたことによっ

て）

i･他者とかかわるこ

との端緒が得られる

（模倣された子どもは、

模倣されたことによっ

て）

ii.他者の行為に気づ

き他者のイメージを

認めて新たな行為が

生まれる

（模倣された子どもは．

模倣されたことによっ

て）

iii.自己の行為のイメー

ジに気づき他者との

かかわりが広がる

（模倣された子どもは、

模倣されたことによっ

て）

iV.自己の行為のイメー

ジに気づき行為が自

覚的になる

（模倣された子どもは、

模倣されたことによっ

て）

v･自己が肯定され他者

に対しての直接的な

行為が生まれる

4

〈

4

4

〈

事例の解釈から導かれた機能の

定義（模倣されたことが模倣さ

れた子どもとその後の身体によ

る相互行為に及ぼす影響）

模倣されたことによって、他者

への親近感が生まれ、他者とか

かわることを心地よいと感じ

る。それによって、模倣された

子どもは安心して他者とかかわ

るようになる。

自分を模倣した他者の行為によ

って他者の存在に気づき、緊張

が緩和される。それによって、

他者の持つイメージが認められ

他者との一体感を持ち、新たな

行為が発現する。

模倣されたことによって自己の

行為の意味やイメージに気づ

き、他者と一緒に共にあること

の喜びを膨らませる。それによ

って、他者との自然なかかわり

が誘発される。

模倣された他者の身体の動きや

行為のなかに、自己の行為のイ

メージをみつけ、自己の行為が

自覚化される。それによって自

己表現が喚起される。

模倣されたことによって他者と

かかわる自分を楽しみ、喜びに

似た快感情を湧かせる。それが

他者受容や自己肯定感をもたら

し、他者を励ます、世話する、

ほめる、教える、競争するなど

の行為が発現する。

本機能分類と命名の由来となった

事例の一例（概要)(3)

B子が空き箱で製作をしているA

子の手元を見て無言で模倣する。

A子がその様子に気づき、B子の

顔を覗き見て『同じやね」と言っ

て微笑む｡その後､微笑み合って、

同じようにハサミを動かして同じ

ような物を作った。

B男が､廃材で船を作るA男を模

倣して船を作り出した。A男は、

B男が自分の船の一部を模倣して

いることに気づくと、B男に一緒

に作ろうと持ちかけ、お互いの船

を合体させて大きな船を完成させ

た。

段ボールの模様をカラオケのボタ

ンに見立て、それを押して歌う遊

びを始めたA男｡歌詞を間違えた

A男の様子を、クラスの子どもが

順番に模倣して歌い大喜びした。

A男は、嬉しそうな顔をし、その

遊びの中心になった。

B男は､A男の描く様子を見た後、

ムシを描き､その後はA男を見な

いで自分で描く。A男は描きなが

らB男を見た後､自分の描いたム

シの色をより丁寧に塗り直し始め

た。

A子は、紙テープをちぎってペッ

トボトルに入れて振る。B子は、

A子のリズムに合わせ模倣して振

る。A子は、B子に自分の手順を

模倣するよう促し、手を止め、B

子がするのを確認して進め、新た

な方法を提示し導く。

*命名は、短い単語や専門的用語で示すことが一般的だが、ここでは保育者の捉えやすさと想起しや

すさに間萌した表現を用いた。

*本機能の「イメージ」の用語については、他者の行為のなかにあるものが他者の意図や具体的な

アイディアだけでなく､新しL感じ方や考え方の契機となるような無意図的な相(藤岡喜愛1983）

と受け取ることが妥当と解釈された事例もあるため、それらを総称して「イメージ」を用いた。

1，句
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限界を認めたうえで、機能という構成概念（カテゴリー）を用いて、身体による相互行為の

発達的変化を検討することは、幼児における一回性の行為に対する解釈の積み重ねとして意

味を持ち、既存の構成概念を洗練させるための実証的な論証にも繋がると考える。

なお本研究における「模倣された（子ども)」とは、①ある子ども（模倣した子ども）に、

他の子ども（模倣された子ども）と同一の行動または類似した動きが見られた現象、②模倣

された行動と模倣する子どもの模倣行動が比較的短時間の間隔で見られた現象、③模倣され

た側と模倣した側の関係を繋ぐ、ものが同一または類似した行為と認められ一連の文脈として

捉えられた現象、と模倣に対しての操作的な基準を定義し、その現象に該当する子どもを対

象とした。したがって本研究で取り上げる模倣は、共鳴や共振という無意識的な身体相互の

やりとりというよりも、複数の幼児間に起こるまとまりのある行為としての模倣(')，(2)である。

2．研究方法

2.1対象と観察期間

愛知県私立T幼稚園において、3歳児N組(30名):2011年6月～7月の期間に計8日約

25時間、4歳児S組(30名):2012年4月～7月の期間にて計11日約30時間、観察を行った。

朝9時前後の登園後90分程度の自由遊びから学級活動、給食前後までの約3時間、もしくは

給食以降の自由遊びから降園前の学級活動の約2時間半を参与観察者という立場で観察した。

当該園は各年齢5クラス全園15クラスで構成されており、すべてのクラスに担任教諭1名と

補助教諭1名が配属されている。

22事例収集の手続きと方針

模倣された子どもを中心に、その前後の相互行為の経過を詳細に記述するために、筆記記

録と、園に了承を得たうえでビデオ撮影を行った。撮影された映像から、子どもの行動や位

置、発話などを逐語的に文字化し事例とした。子どもの行為のなかの思いを可視的にしてい

くことが、解釈の妥当性を高めるという考え（砂上2007)に基づき、起こった現象に対して、

保育のなかでの既存の言葉を用いて通例的に了解しないように、事例記述に際して、より詳

細な記述を重ねる（無藤2003)ように心掛けた。

3．事例の解釈と分析

3.1「模倣された子どもにもたらされる身体による模倣の機能｣から広がる身体による相互行

為として収集された事例数の年齢別特徴

3歳児では32事例が収集され、文字化した事例はA4用紙(1200字)17枚であった。4歳児

では20事例が収集され、文字化した事例は、A4用紙(1200字）約14枚であった。各事例に

おける機能の読み取りと判定は、観察時と事例記述時さらに全事例抽出後に筆者が行った。

また事例記述後に担任教諭・補助教諭と事例内容の確認と合わせて機能の判定を合議する場

合もあった。

1つつ
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その結果、事例における「模倣され表2「模倣された子どもにもたらされる
身体による模倣の機能」別に見た発現事例数（％）

た子どもにもたらされる身体による模
機能3歳児4歳児

倣の機能」の発現数は、表2に示す結：全32事例：全20事例
果となった。各年齢においてほぼ同等機能i9(20.5)5(20.0)

機能iil4(31.8)5(20.0)
な観察時間は確保されたが、観察収集

機能il4(9.1)2(8.0)

された事例数は3歳児に比べて4歳児機能iv8(18.1)7(28.0)

が少なかった。機能別の発現比率は、 機能v9(20.5)6(24.0)

発現総数44＊25＊
年齢による差異は顕著ではなかった。

l事例中に2機能以上が発現することが認められた事例が、
Nadel(2002)は、コミュニケーショ

3歳児では全32事例中9事例(2機能；6事例、3機能:l事例、

ンとしての相互模倣は言語的コミユニ4機能；2事例)、4歳児では全20事例中5事例（2機能：5事例）

ケーションの確立に伴い相対的に減少あったため、全事例数と発現総数が一致していない。

し、4歳頃で消失するという見解を示した。しかしながら、近年では縦断的な観察結果をも

とに、減少はするものの一部の機能は人と人の結びつきを支えるものとして、幼児期後半あ

るいはそれ以降になっても残存していくことが指摘されている（瀬野2010;松井2001)。本

研究における3歳児から4歳児における事例数の減少傾向は､これらの知見により支持される。

3.2「模倣された子どもにもたらされる身体による模倣の機能｣から広がる身体による相互行

為の年齢別特徴

ここでは、模倣された子どもにもたらされる機能から広がる身体による相互行為について、

各機能別に3歳児、4歳児の事例の考察を行う。前節で述べたように、事例のなかには複数

の機能が読み取れる場合もあったが、今回は、できるだけ各機能固有の状況が見られる事例

を対象とした。事例は、事例収集時にはより詳細な記述を重ねるように心掛けたが、ここで

は模倣された子どもの様子とその後の相互行為とそのつながりの部分に特化して編集し直し、

かつ紙幅の都合上､子どもの位置関係等の図示を含めて表に要約として記載した｡(はじめに）

模倣された子どもには下線､各機能の現れとして読み取れた行為に蓮趣、その後の相互行為

(模倣された子どもと模倣した子どもの変化)に屈颪風を記した｡子どもの名前はすべて仮
名とした。事例に続き、事例の解釈を表中に記し、その後、模倣された子どもにもたらされ

る身体による模倣の各機能から広がる身体による相互行為の年齢別特徴を考察した。

3.2.1｢i.他者とかかわることの端緒が得られる」機能として分類された身体による相互行

為を対象として（表3，表4）

3歳児の身体による相互行為は、スズカが他者と繰り返し同調すること自体を楽しむ様子

や､特定の仲間にさほど固執しないスズカのその場の去り方回に見られるように､他者と

かかわることの端緒として、集団の内と外に関する境界意識が成立する以前の初期集団形成

に見られる遊びの伝染（山本2001)という要因によって展開していると考察される。

それに対して、4歳児では、身体の動きと言葉のやりとりを楽しむという点では3歳児と

同じような相互行為への広がりではあるが、模倣されたアツシの様子は、明らかに3歳児の

スズカの様子とは異なっていた。アツシは、はじめからタクト、ショウが模倣することを促
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表3機能iとして分類された3歳児事例と解釈

【事例】「流れるようにまねし合う」2011.7.1.9:55.10:03保育室

田スズカがケントを追いかけると、カズミ、ミカコ、エミがスズカと同じような走り方で追いかける。回スズカ

がケントの洋服を引っ張って止めると3人も引っ張る｡回スズ九がケントを大型ブロックへ連れて行って座らせ、

自分もとなりに座ると、3人も並んで座る。図4人の童児蜂_ｳgz卜を取り囲通ようにL工顔童見台わ堂工懲笑

萱。塁ズカがケントの顔を両手で挟むと、カズミ、ミカコも一緒に同じようにケントの顔を両手で挟む。回4-人

Q女児は顔を見合わせて微笑む。ケントは微笑みながら困った顔をしつつも嫌がらない。回ユズカがケントの後

ろに11]lり、一緒に移動したエミがケントの正面に来てケントの腕を引っ張ると、ミカコカ池の腕を引っ張る。エ

ミが､その腕を持って振ると､カズミも振る｡回その後も､zズカがケントにすることを3人が交互に模倣する｡｜
回しばらくすると、スズカはケントの前に回りエミの後方から皆の様子を見るが_無言でその場から離れろ‐’しばらくすると、スズカはケントの前に回りエミの後方から皆の様子を見るが、無言でその場から離れる。

その後も、Zズカがケントにすることを3人が交互に模倣する

【事例の解釈】スズカは、ケントにすることをエミ、カズミ、ミカコに模倣される（田）と、模倣する3名に親近感を持ち（四回)、他者とかかわる

こと自体を心地よいと感じた。それによって、引き続きケントに対して行為を投げかけ､他の女児らと同調すること（回回回回）自体を楽しんでいた。

表4機能iとして分類された4歳児事例と解釈

【ﾘf例2】「ぼくのグルグルグルグル、グルコサミン」2012.7.199:20-9:25保育室

登園後の保育室、ロッカー前｡①アツシが、タクト、ショウと向かいあうようにして「グルグルグルグル、グルコ

サミン、、の育ちのグルコサミン1」と、2人に向けて大きな声ではっきりと歌う。タクト、ショウが、アツ

I之の方を見て声をあげて笑うと､引き続きアツシは｢グルグルグルグル､グﾙｺｻﾐﾝ、…育ちのグルコサ

ミン！」と声に合わせてリズムをとって肩を回して歌う。タクト、ショウが、アツシの方を見て声をあげて笑う。

②Zソヱ蜂一之旦立と空_2t迩芙い終わゑのを見垂_鼬k始め量呈と童2人に知負辻量ように肩をk通らせ、口を ／

原
「グlQ形に上,_少L間童置堕重なら_｢'JI//JL,"lご鐘墜グルヨ並皇Zs_EXXXq育ちのグルヨ逆ミン!｣_と鼬
&鎧堕量｡qタクト、ショウが合わせて同じように歌う。何回も繰り返して歌う。アツ亥は歌い終わるたびに体を｜
堀めて大笑いする｡周囲にいた他児らもそれに注目している｡｜、一
【事例の解釈】アツシは、タクト、ショウに「おもしろいこと」を提示し、自分を模倣することを促すように歌を歌った（①)。

倣されることを意識し、模倣しやすく楽しめるものを投げかけた（”。

引き続き、2人に模

すようにし、その後も、模倣されることを意識して行為を投げかけている。その他の事例と

して、朝、訪問者である筆者を見つけると必ず「おばさ－ん」とからかうように呼びかける

女児カオリの姿にも類似した状況が見られた。対象の他者とコミュニケーションを図るとい

う意図以上に、周囲の子どもたちが自分を模倣することを予測し、模倣されることによって

自分の投げかけた行為を一緒に行うように仕向けるための、一種のルーティーンとして発せ

られる言葉と捉えられた。4歳になると、他者とかかわることの端緒として、他者を誘うた

めに意識して模倣を仕掛けるという方略が相互行為を広げる要因になるようであった。

3.2.2｢ii.他者の行為に気づき他者のイメージを認めて新たな行為が生まれる」機能として

分類された身体による相互行為を対象として（表5、表6）

ここでの2事例は、他者の行為に気づき他者のイメージを認めて新たな行為が生まれると

解釈された事例のなかでも、「新たな行為」が、ネガティブな過程や結果に繋がった事例であ

る。

3歳児事例は、模倣された子どもが模倣されたことを嫌がる様子である。そこでは、自己

への強い気づきの意識が、他者に対しての不快で不愉快な感情を湧かせ、それによって他者

のイメージを認めることができず、他者を妨害するという「新たな行為」を生み、結果的に

身体による相互行為を途切れさせている。

これに対して、4歳児事例のケンタの様子は複雑であった。模倣された子ども（ケンタ）は、

自分のイメージやアイディアを持って、それを貫くために、模倣されることを拒まないまで

も、自分の主導権の維持を意識して他者との身体による相互行為を展開させている。結果と

して、そのイメージに添える子どもだけが残るため、身体による相互行為における仲間のサ

イズが頻繁に変化し最終的には小さくなり、途切れそうになることがうかがえた。

一方、模倣することをきっかけにケンタに追随していたテルオは、事例の⑲部分でシュウ
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表5機能iiとして分類された3歳児事例と事例解釈

【事例3】

アリサが保育

って笑う。ア

2011.6.299:25-9:28保育室前のテラス

で引っ張ると、回タエ、ソウタが、両手で同じようにエプロンを引っ張

を笠皇L工、タ壬Q方重見垂一堂壬より典強11自分の方に寄せるようにして引

世をまねて強く引っ張る。保育者が「あっちからもこっちからも引っ張らないで」
(_堂

ソ
垣

○
○

率
昏

庭
|ウタを見て､同じように両手で握って引っ張ろうとするが､ソウタは脚を踏ん張って何度も強く引く。|回ヱ

リサはソウ夏の壬を振り鯉呈う_と曇プロンから手を瞳l鬘エ曇一[やだ=壷だ=｣__と悲鳴童あ!上ソウタQ上陸

を強K-f踵。ソウタは、はじめは抵抗した力諦めて手を放して後ずさりし、アリ状の左側からエプロンを

掴む。回アリ牡は、大きな声で「やだ－やだ－、やだ－やだ－_,と言堕画壬ヱソウタの壬を上から叩いて

切り離そうとLたため､_ソウタは手を離す。アリサが保霊域過重｡-K_･回アリ状は2人を握､仏ゑよゑ

'｡一

且ご具ご勤一園庭狛k璽遊ん重鯉ゐ他児の万全小鎭n重去量。

【事例の解釈】アリサは、自分を模倣したタエやソウタの行為によって（田)、《賭の存在に気づき、それを不快に感じ、保育者を独り占めしたい思

いが生まれ（回)、他者を強烈に拒否する行為に至っている（団)。

表6機能iiとして分類された4歳児事例と解釈

【事例4】 ｢まねるテルオ、まねされるケンタの方が強いの？テルオが嫌いなの？」2012.6.2813225-13:50園庭

＊長時間(25分程度：A4用紙3枚)の事例であるため、中心的な部分の概要を記述する。

給食後の外遊び。ぐ..… 槙 倣 し た 子 ど も の 行 為 と 対 象

一｜刺介2階から洲り降りることのできる大洲り行で、洲る登るという遊びを繰り返す。－→槙倣された子どもの行為と対象

、振り返って手すりにもたれている男(Z

児らに向かって「どいて！」と怒鳴る。』
～～～～~～～～～～～～～～～～～一一

うんていに脚をかけて渡り始める⑲

【事例の解釈】テルオーはケンタを意識して追随しながら同じ行為をするが（②)、自信のなさそうな様

子（④⑥）で、ケンタの姿を目で追ったり探したりする姿が見られた（…)。イメージを共

有するというよりも同じ行為をすることでケンタに沿っているようであった。それに対してケンタは、

自分のイメージやアイディアをかなりはっきりと貫いており（“)、他者のイメージを認めて他者

を巻き込むというよりも、テルオをはじめとした他者が自分を模倣することは拒まないが、主導権は自

分にあることを意識しながら振る舞う様子が見られた(…)｡そのため､自分のｲﾒｰジを肯

定し共有できていないと感じられる他児に対しては、言葉で拒まなくても、牽制したり（③）邪魔した

り（⑩）無視したり（⑱）する行為で腕曲的な拒否を示した。またケンタには、女児への誘いかけがう

まく通じなかったこと（⑦）や滑り方の失敗（⑧）を、そうとは感じずに模倣した他児の行為(⑨)を不

快に感じ、あるいはからかわれた（⑨）ように感じたために相互行為を途切れさせた（⑩)。

’
チ

［
Ⅱ
Ｕ
［
Ⅱ
Ｕ
い

1つ目
上全丑

ノウタが、保育者の後方からエプロンの裾を丸めて掴み、強く自分の方へ引く。アリサは、ソ

ブタを見て、同じように両手で握って引っ張ろうとするが、ソウタは脚を踏人張って何度も強く引く。

13:25-13:32

大洲り台でのケンタと
テルオのかかわI）

大淵り台でのケンタと
女児らのかかわり

テルオケンタ

､上段をお尻で滑り降り、中段から一気に下まで腹這いになって滑り

降りる。、､｡蝋 ､ 霧 灘 蝋 鞘 競 臓 鱗
近と埜蓬息丈聖數夏壁塑罐蕊哩數酸型製墜ゑL登り始める。

一士④慌てて身体を横にして避ける。
，中段から一気に下まで腹這いになって滑り降りる。ぐ．..‐⑥ケンタを見て、同じように上段を腹這いで滑り降り、

．......･････---‐中段で一度起きてケン狂の様子を見た後、下まで腹這
いで滑り降りる。

やりかけた女児らに対して、「やらないの！？」と強く言ったため

女児らは走り去る

大洲り台でのケンタ

と男児らのかかわり

火柵l)台でのケンタ
とテルオのかかわり

13:32.13:35

うんていから火附り台

でのケンタ、女児ら、
テルオのかかわり

13:35-13:4(）

うんてい版

ケンタの様子を兇統ける
テルオ

13t35.13:40

うんていでのテルオと
シュウのかかわり

，手すりを四つん這いでゆっくりと中段まで登り降りるが、急にマ
スピードがついて滑り出し、慌てて脚で止める。

⑨男児2名が同じように手すりを四つん這いで登り、勢いよ

く滑ると、テルオが立ったまま両足を開いて両手を側面
にふんばるようにして滑り面を降りる｡

窪:篭溌溌畿畿溌翌一､蹴撚識諦撫熱騨引藍
中段まで登ってダンタの様子を見つめる。

⑫女児3名を引き連れるようにして滑り台に戻る。寺．-...-..⑬ケン2についていく。

⑭再び、うんていに移動すると女児らがついていく。で

､前にいるテルオを押し出すようにして180度向き

⑮クンタを追う。ケン虻がうんていで遊ぶ様子を目を離さずにいたが、
他に気を取られた瞬間、ケン皇の姿が見えなく＊り探す。

⑯クンタがうんてい横で砂遊びをしているのを見つけ、急いで走り寄る

を変える｡ぐ－－⑰土≧皇と向かい合う位置に屈んで±Z之の様子を見続ける。

亜r気撫照鰻鮴溌頓漂職。泥団子を作りながら近くで遊ぶ女児らに時折声を

うんていや砂場を行き来しながらシュウと遊び出す。

2階

剛舎
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に模倣されたことをきっかけにしてシュウと遊び出すと、見違えるほど表情が緩やかになる

テルオは、自分を受け入れていないと思われるケンタの行為に対して、強い緊張感を抱いて

いたことが逆説的に示唆され、他者への関心が自己抑制を生みだす重要な契機として作用し

ていたと考えられた。4歳では、自己主張や自己抑制力が発達し、対人的調整能力の発達時

期(岩田1998,ppl52-143)とされるように、本事例でのテルオの抑制した振る舞いが、心理

的に対等でない立場の子ども間での身体による相互行為を長く継続させたとも考察された。

以上､「ii,他者の行為に気づき他者のイメージを認めて新たな行為が生まれる」機能の「新

たな行為」は、身体による相互行為を円滑にする方向と途切れさせる方向の両方向に作用す

るようであった。そこでの3歳児では、自らのやりたいこととやりたくないことの欲求を両

方向に端的に表す要因が認められるのに対して、4歳児では、自分のやりたいことへの欲求

は、自身である程度自覚できる一方で、やりたくないという欲求との調整が不十分であるた

め、それが相互行為に不安定さを与える要因になると考察された。

3.2.3「Ⅱi.自己の行為のイメージに気づき他者とのかかわりが広がる」機能として分類され

た身体による相互行為を対象として（表7，表8）

3歳児事例では、模倣された子ども（ユカリ）にとっては、他児らが、ほうきで掃くとい

う身体の動きに伴って同じ言葉を発したことから、自分の行為が意味付けられたと感じた。

発話は、身体性と一体となって子どもの間で共有されやすく、応答唱（岡林2()03)や作り歌

(岡本1998）などにも見られるように、唱える行為を繰り返すことを楽しむなかで意味が変

容することがある（砂上2011）と報告される。本事例からも、3歳児においては、同じ発話

や同じ行為をしながら、何かを「意味付ける」ことによってイメージが共有されるという要

表7機能iiiとして分類された3歳児事例と解釈

ｳサギ小屋僧荊

慰む
サオ'I

]の5名もそれぞれ「おじいちゃん、どこ一」と言いながら、楽しそうにうさぎ小屋の掃除をする。
タッキI

【事例の解釈】ユカリは、「おじいちゃん、どこ－」の歌うような言葉とリズム（田回）を複数の子どもたちに模倣された（固)。他児らは、ユカリが

発した｢おじいちゃん､どこ一(おじいちゃんうさぎはどこにいるの)」そのものの意味ではなく、－緒に掃除をするための掛け声として使った(回回)。
一方のユカリは、他児らが、ほうきで掃くという身体の動きに伴って、自分と同じ言葉を発したことから、自分の行為が｢掃除の掛け声」として意味
付けられたことを実感して、一緒にするという行為を自覚して発展させた（回)。

表8機能iiiとして分類された4歳児事例と解釈

【事例6】「ままごと」2012.7.19

マミが保育室の中央に大型ブロックを3

し離れた場所から見る。①マミは「ここ

に横臥して目を閉じる。③マミはその様

タオルの上に横臥して「寝るのよ」と言

けて目を甑じ室眠る曇りをすゑ・マミが

な塑窪』顔墜笑轟を煙。蝋4斗に浮かべる

トオルの毛布の上をトントンと叩いて「

【事例の解釈】マミに誘われたトオル（

オルは､普段から、進行している遊びのZ

マミに模倣されたことは喜びとなったよ

くが、トオルには、それ力明確なイメー

12.7.199:26-9:35保育室

ソクを3つ置き、その中にタオルを敷いて、一人で家ごっこを始める。トオノLがその様子を少

よ「ここにきていいよ」と言う。②トオとは嬉しそうに歩いてきて、囲まれたブロックのなか

齢
土その様子を見て、-トオルの上から毛布を掛け､上主上と同じようにブロックのなかに敷いた

k」と言う。④トオノヒは少し上体を起こして嬉しそうに罐み､_再思鰭臥Lて毛布を首までか

マミが同じように毛布を掛け、目を閉じて「夜ってことね」と言うと、⑤トオルは眉童閉哩
乎な竺遥｡保育者が「まあ、暑いのに」と声をかけるが､マミが「ううん、夜です」と答えて、

'nいて｢寝てるのね」と言う。⑦その後､|ﾄｵﾙは嬉しそうに寝たまま、マミに沿って、マミの言うように遊ぶ｡｜

トオル⑨）は、自分の横臥する行為(②）をマミに模倣された（③）ことで､嬉しそうにマミとの遊びを続けた。ト
遊びのなかに自分から入る場面はほとんど見られず､特に保育者の介在なしに他児と遊びにくい子どもであったため、
競ったようだ（“)。マミの「寝るのよ」「夜です」という言葉によって、2人の遊びはイメージを持って進行してい
まイメージの気づきにまでは至らないようであった（⑦)。

トオルは嬉しそうに寝たまま、マミに沿って、マミの言うように遊ぶ。

ユ26
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因が、身体による相互行為を維持させることが認められた。

一方、4歳児事例のトオル側から本事例の相互行為を捉えれば、3歳児事例のように自分

が発した言葉を他者が同じ言葉で返してくれる相互行為ほどに一体化が容易でないため、ト

オルはマミに模倣されても自身のイメージへの明確な気づきには至らず、マミと対等に応答

して遊ぶ段階には至っていない。したがって、このトオルの事例は、4歳児としての特徴と

いうよりも3歳児事例と同傾向の展開と見られた。むしろ、この相互行為を遊びとして機能

させた要因は、結果的にはトオルがマミの模倣をして遊ぶ様子からもわかるように、マミが、

トオルの横臥した状態を「寝る」と名付けて模倣し、その状況を「夜」と意味付けたことによ

ると考えられた。岡本(2005,p211)は、対象をこれまでの知識や経験と結びつけて意味付

け、自分のうちに取り込もうとする機能を「意味化」と称し、幼児期こそ、その機能をフル

に発揮し、外界の事物や事象に意味を付与し、それによって世界をつかみ、自己を創り出し

ていく重要な時期であるとしている。また山本(2007)は実験的な観察から、3歳児同士では、

眼前の事物を媒介にすれば、相手の発話に応じたやりとりができるようになり、4歳児同士

では、媒介物を介さなくても言葉のみの発話交換が可能になることを報告している。本研究

の事例からは、媒介物を介さないでも自己の行為のイメージに気づき他者とのかかわりを広

げられる要因として、事物や行為を、他者と共有する情報やイメージとして意味付けられる

か否か、あるいはいかに発展させて意味付けられるかの程度によることが示唆された。

以上から、模倣されたという受動性が生かされることによって、自己の行為のイメージに

気づき、それを意味付ける力が、他者とのかかわりを広げる要因になり、意味付けの内容が、

3歳から4歳への発達に伴って高度化することで身体による相互行為の質が変化することが

考察された。

3.2.4｢iv.自己の行為のイメージに気づき行為が自覚的になる」機能として分類された身体

による相互行為を対象として（表9，表10)

3歳児事例からは、冒頭章で述べた「好意の交換｣(佐藤2000,p2)の実相が捉えられ、模倣

する相手の動きのなかに自分のイメージを見つけることが身体による相互行為を活性化する

要因となることが認められた。しかし、3歳児の場合には突然始まりいつしか終わるような

相互行為が多く、相互行為そのものが同調的なかかわりに留まっており、自己表現が喚起さ

れつつも、そのことが身体による相互行為を長時間支えるまでには至らないようであった。

ここでの4歳児と3歳児の最も端的な違いは、「i.他者とかかわることの端緒が得られる」

機能を起点とした相互行為の考察でも述べたように、模倣された子ども（アヤ）が周囲の子

どもたちに対して自分を模倣することを促すような行為を仕掛けていることである。そのた

め、その後の相互行為においても、自分のテーマを維持し、模倣されることを予測して、は

っきりと自己の表現を提示している。浜田(1999,pl24)が、見られるは、相手が自分を見

ていることを見るということであり、見られるという自分の側の受動は、相手の見るという

能動の裏返しであると論じているように、能動一受動のやりとりが成立し、他者を通して自

己を意識することが､「自覚的になる」ことの実相として認められた。また、4歳児の場合に

は、そのことが複数の子どもが加わる共同的な相互行為を成立させる要因となっているため

1つ・7
4空ノ
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表9機能ivとして分類された3歳児事例と解釈

その後、ケンジは「かめ」と言いながら、四つん這いになって暖

い物かごを背中にのせて歩くと、ココナも同じように四つん適いになる。

／~＞==､…=

の
ド駄箱

l

保育篭加のテラス

一

ココプ

【事例の解釈】ケンジは、買い物かごを冠った行為(田)を、ココナに「おばけ」と名付けらｵ蟆倣された（固)。ケンジは自己の行為にそのイメージを

付与し、おばけの動きをはっきりさせ（回)、楽しそうに演じた（回)。それを趣気に、ココナと動きをやりとりすることで､双方共に、自分の動きを

意識的に表す様子力現られた。（四回)。

表10機能ivとして分類された4歳児事例と解釈

【事例8】「粘土箱のふたで」2012.6.2110:32-10:42保育室

机を囲んで、アヤ、ユキ、リカ、ハナカ粘土遊びをする。①Z主が粘土箱のふたを持ち「舟」と揺らす｡②ユキが自分のふ

たをr舟だもんね」と同じように揺らす｡③アヤは量璽撞王を見工塾上「舟がきました」とふたを大宣く揺ら灸④リカ、

ハナは手を止めてそれを見て笑う。⑤z工は.｢テレビ」畠_ふたを机の上哩立工量｡|ユキ、リカカ洞じように｢テレビだ｣｜

と、ふたを机の上に立てる｡CZ工が「これ見ま～~す｣と全一杢左を顔堕煎に持ち上げて笑う。|ﾕｷ、リカは「これ見ま’

ユキ、リカカ洞じように「テレビだ

と、ふたを机の上に立てる。 Lキ、リカは「これ見ま

③ ⑧

|~～す」と、机に置いたままのふたに顔をく．つと近づける。、Z土が_[l垂あ聖何力飴まI)ま丁か」と一ふたを揺らしな’■■■‐｜

が…は舟にな唯した織織鱈でず'…に大雪《“･画ﾊ薪が同じように大営《揺らしｱｬと斜⑤⑭
|い合うと、ユキ、リカも｢海です」とふたを大きく移動させながら揺らして､皆で顔を合わせて笑う｡|(後略）

【叩制の解釈】アヤは、ユキ、リカ、ハナを誘う行為として、粘土箱のふたを「舟」に例えて動かした。⑥)。ユキカ執倣した（②）ことによって、

アヤは自分の仕掛けた行為に、自らでイメージを付与して「舟がきました」⑥）などの言葉を発し、さらに「テレビ」と名付けて続ける（⑤)。その

やりとりが、リカ、ハナの参入を促す(④)。アヤ、ユキの2人の相対するやりとりが、リカ、ハナを含めた4人の共有になったことで(｡、アヤの

イメージは「じゃあ、何力始まりますか」⑥）と、いっそうはっきりした形となって現れ､共有できるテーマを意識的に提示するようになっている。

桑室草～す」と、机に置いたままのふたに顔をく？つと近づける。

､ナが同じように大きく揺らし、アヤと：

い合うと、ユキ、リカも「海です」とふたを大きく移動させながら揺らして、皆で顔を合わせて笑う

に、3歳児よりも長時間身体による相互行為を繰り広げることを可能にしていると考えら

れた。

3.2.5｢v.自己が肯定され他者に対しての直接的な行為が生まれる」機能として分類された

身体による相互行為を対象として

3歳児では、模倣されたという受動は、相手のすることを見て、それと同じことをする自

分を比較したり思い出したりし、そこで味わった感情を佑佛とさせていた。その感情が、模

倣された子どもの自己肯定感を高める要因となる。他者に見られること｡が報酬であり、
見られていなければ社会的に起こっていないのも同じである（茂木2003,ppl34-135)とされ

るように、その感情は、他者との相互的で共同的な行為への手がかりとなるが、3歳児では、

目前の一人もしくは少数の他者に対してのみに現れることが多いようであった。

それに対して4歳児では、多方向に連鎖した複雑な身体による相互行為が可能になる。模

倣され、自己が肯定されたことによって生まれる他者に対しての直接的な行為は、かなり明

確な動機や意図を持って行われると同時に、様々な他者や文脈に適応させる柔軟さも併せ

表11機能vとして分類された3歳児事例と事例解釈

【I{例9】「ルイ<ん、だいじょうぶ？」2011.6.2911:20-11:23園庭

水遊びの前の準備体操ロルイは、ソウゴの横で模倣して体操する。回ソウユも、ﾙー ｲー を横目で見て、ルイ

に合わせるように体操す量。一斉に「ヨーイドン」でスタートし、園舎東端にある二階への外階段を上り、

大滑り台を滑り降り園庭を走る。国集団の後方をz立ユとルイが走る。ソウゴが少し前を走る｡ソウゴの過

|る道筋を追ってﾙｲが走る｡'四ｿｳゴは,-J燕を斜め陸上賑り返るようにしてﾙｲを見皇｡国ﾙｲｶ転ぶ。

ソウゴは走るのをやめルイに寄り、泣言ゑうなルイカ起婁るのを見守りゞ 丈，迩上逵膝を見量。ルイは泣く

のをがまんするように立ちすくむ｡qソウゴはルイの手をひいてゆっくり歩き始め､ルイも泣かずに皆のⅧ

集団の後方をソウヱとルイが走る。ソウゴが少し前を走る。ソウゴの

る道筋を追ってルイが走る。

る場所まで手をつないで歩いた‘

2所

間舎

外秀ル

【聯例の解釈】ソウゴはルイに見られ模倣されることによって（田)、体操がうまくできないルイ

かけたり（回団)、転んで泣きそうになっているルイを世話したり励ましたり（回回）している。

を気にして助けたり（回)、早く走れないルイを気に
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表12機能vとして分類された4歳児事例と事例解釈

【事例10】「もつかい、やってあげようか」2012.6,79:35-9:56保育室

長時間(25分程度：A4用紙3枚)の邪例であるため、中心的な部分の概要を記述する

9:35－9:38

大型ブロックか

ら落ちて尻餅を

つく

｢ねえ、もつかい

やってあげよう

か」

大型ブロック

でジャンプ台

を作り始める

「さっきのもう

‐回やって」

「トンネルです

トンネルです」

9:38－9:41

折り紙で遊ぶ

9:38-9:56

ジャンプ台で

遊ぶ

a コノミ

①机から離れ、大型ブロッ

前方に滑って尻餅をつく。

りに来て「ねえ、もつかb

③リコに身をすり寄せるよ

7のところへ行き、大型プﾛｯｸに座った後、

「おしりが痛い」と笑顔で言い、リコのとな

やってあげようか」

フにして「もつかい、やってあげようか」

うて前進した後、机の横の大型ブロックに座り

うて尻餅をつき「イタッ」と言って笑う。
です、トンネルです」と言って大型ブロックを跨

QL弓里睦壁蕊皇~且L室均』島~[ごf墓芝』へ甦丞風@t廷蓑裟2塁～
2人で声高らかに笑う。

～～～～～～～～～～ ～ ～ ～ ～ ～

⑪「何するの」とリコの様子を覗き込み、「何するの～～」と低い声で

おどけて言って机に戻る。

b コノミ

⑭ナツミの後

⑯低い大型プ

みるが、「

コノミ

ナツミ

リコ

､机に戻って折り紙を折！

②コノミと一緒に笑与

リコ

餅をつくふりI
を高くあげる｡（

岳

『
●今■■今■●■●

.､ナツミが机の横･･
'の大型ブロック’

'､客f輯考鼻8．..‘

塗篭f
÷一一-一一一一-－－1

⑱「コノミちゃん、さっきの（大型プロ

クに座りお尻から落ちて尻餅をつく）

もう一回やって」と、机から呼びかける。

⑳声高らかに笑

． 堂エ

⑫机のところに来て、コノミと同じように大型ブロック跨いで座って進み、Lー

黄色い三角の大型ブロックに座り直して後ろにひつくり返る。‐7
⑭リコとﾀｴは､机に戻って折り紙を折る･蝋／

⑳ﾘﾖﾑ塾象“一旦理麺鐸王趣験"降一←一-一一一一三｜同嵯ノー-A壷汗11-ｸ,-7.‘,〃か,二.田鍬浄一戸〕／齢水&,蝿h､;斤十．’同時に大型ブロックから尻餅をつく遊びも繰り返す。

e1．1上昌一｜｜ナツミー⑳溌驚蝿潔
⑳ジャンプ台に登るための階段を作る。－－－－－→

コノミ ナツミ

リコ

⑳リコが高らかに笑い、近くに転がってい

た別の大型ブロックを引き寄せ、座って後

ろにひつくり返る。

曳型世X墓く
しながら、

五ZZ創罠載せよ句上まゑZ玖惠く
2人で飛び降りる遊びを続ける。

⑬いろいろな子ど1

ん!」「ぴっぴぴ

力I|わったり離れたりしながらジャンプ遊びは続いた。後半は、保育者の「降りたらポーズ」「○○さ

イ！」などの呼びかけや言葉かけに応じて、いろいろな跳び方を競う遊びに発展する。

【事例の解釈】コノミが自分でして楽しかった大型ブロックから滑り落ちる行為（①）を、リコに「もつ

かい(もう一但､、やってあげようか」と投げかけて自分と同じことをするのを誘う行為(”）を起点にし

て、保育室内で遊ぶリコ、ナツミ、タエらによって、ブロックから落ちて尻餅をつく（a）（c)、大型ブロ

ックをジャンプ台に見立てて積む（b）折り紙を折る（d)、ジャンプ台から跳ぶ（e）という遊びが重なり

合って進行する。女児らはそれぞれ模倣する側にも模倣される側にもなるが、模倣されることによって、

模倣した相手に対して、やって見せたり（⑦､)、教えたり（⑳)、世話したり（⑳、工夫したり(⑫⑳)、

競争したり（⑳）という行為を投げかけることで相互行為を成立させている。

｜

’

持つようであった。それによって、模倣する－模倣されたという関係が、様々な場で起こり、

役割が転換し、それが相互行為にかかわる子どもの人数を変化させる要因になると考えられ

た。

4．総合考察

本研究では、3歳児と4歳児の「模倣された子ども」に着目し、身体による相互行為に及ぼ

す要因の年齢別特徴を考察した。3歳児、4歳児の特徴は、以下のようにまとめられる。

○発現した事例数の比較からは、先行研究の知見に重なるように、3歳から4歳にかけて、

模倣されたことから広がる身体による相互行為は、4歳になっても消失はしないが減少す

る。事例の解釈と考察からは、模倣された子どもにとって、他者という存在をもうひとり

の主体として感じるという受動性が、3歳児だけでなく4歳児の身体による相互行為にお
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いても重要な要因として存続していることが示唆された。

○3歳児の模倣された子どもから広がる身体による相互行為は、【事例l】(流れるように）の

ように、模倣されたことによって、他者とかかわることの端緒を得て、同じ発話や同じ行

為をしながら同調や同期を繰り返すこと自体を楽しむことが多い。そのうえで、【事例5】

（おじいちゃん、どこ）のように、相互のやりとりを通して、何かが意味付けられイメー

ジが共有されたり、【事例7】（だったら次は）のように、双方共に自己表現が喚起されたり

する特徴が見られた。しかし、それらの場合でも、3歳児では、一人もしくは少人数の相

手を対象としたやりとりが中心となる（【事例9】（ルイ）)。また【事例1】に見られるよう

に、特定の仲間に固執しないために、相互行為の終末は自然消滅の傾向が強い。一方で、

【事例3】に明示的に捉えられたように、模倣されたことによって起こる自分への気づきが、

結果的に相手を拒否し、身体による相互行為を途切れさせる要因になることもある。それ

は、集団の内と外に対する境界意識が暖昧な3歳児の特徴に由来すると捉えられた。

○4歳児の模倣された子どもから広がる身体による相互行為は、【事例2】（ぼくのグルグル）

に代表されるように、模倣された側が、自分の行為のイメージを模倣される以前から抱き、

模倣されることを意識して他者を誘う方略をとって開始される特徴が見られた。その後の

行為も、【事例8】(粘土箱のふた）から読み取れるように、相手の行為を認めながらも自分

の行為を貫いて他者にかかわる。また、模倣されたことによって自己の行為のイメージに

気づき、知識や経験と結びつけて意味付け、ストーリーをつくることが身体による相互行

為を広げる要因になる。意味付けの内容が複雑に高度化することで、身体による相互行為

の質や時間を変化させていた（【事例6】のマミ）や【事例10】のコノミの相互行為)。一方、

【事例4】のケンタの姿に現れるように、他者のイメージを認められないときには、言葉に

よる明示的な拒否よりも、相手を牽制したり、無視したり、自分に主導権があるような強

い態度で振る舞ったりなど椀曲的な拒否的態度を示すようになる。それによって役割が転

換したり、仲間集団のサイズが随時変化したりする。

以上のなかで、3歳と4歳の最も特徴的な発達的変化は、以下の2点であった。

1点目は、模倣された子どもすなわち受け手側の意識の違いである。4歳になると、意識

的に自分を模倣することを他者に促し、他者を誘うために模倣を仕掛ける方略を相互行為

の起点とする様子が顕著に見られた。このことは、4歳という年齢が、3歳以前と5～6歳

の過渡期として、他者のことを考慮に入れつつ自己の呈示が際立つ時期という岩田（1998,

ppl52-161)の知見にも裏付けられ、自他関係の移行的な状態の現れと解釈された。

2点目に、3歳児では、やりたいこととやりたくないことという感情を、欲求として両方

向に端的に表すという要因が、身体による相互行為に影響を与える（【事例3】)。それに対し

て4歳児では、特に【事例4】のケンタに端的に見られるように、自分のやりたいという欲求

は、自身である程度自覚し意欲として行為に現す一方で、やりたくないという欲求との調整

が不十分なため、身体による相互行為に不安定さを与える要因になると考察された

一方、3歳で見られた特徴のすべてが4歳で消失し、他のものに置き換わるわけではない

ことも示唆された。例えば、機能iii【事例5，6】の考察からは、模倣されたという受動性が

生かされ、自己の行為のイメージに気づき、それを意味付ける力が、3歳から4歳への発達
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に伴って高度化することで身体による相互行為の質が変化することが示された。しかし、ト

オルのように（【事例6】)、4歳児同士のかかわりのなかにあるように見えても、彼自身には

イメージを共有している意識が乏しく、同調や同期の単純な繰り返しによってしか他者とか

かわっていないような、3歳児と同傾向の段階に留まる個人の存在が見られた。それは、ト

オル自身の発達上の課題の影響なのか、あるいは相互行為内で偶発的に生じた現象なのか、

いずれの可能性も否定できない。しかし少なくとも、3歳児の特徴が4歳になっても残存す

る実態は捉えられた。どの部分が消失し、どの部分が変容したり残存したりするかの検討は、

5歳への継続的な観察を含め、特定の個人や仲間集団を焦点とした分析が必要になる。

また本研究では、「模倣されたことによってもたらされた身体による模倣の機能」の分類に

よって身体による相互行為を捉えたため、基本的には「模倣が身体による相互行為に良い影

響を及ぼす」という考えに立脚する。しかし、ここでの事例でも、身体による相互行為が繋

がらなかったり途切れたりする場合が見られた。中立的な視点や模倣の好ましくない側面と

いう観点での考察によって、逆説的な示唆が得られる可能性もある。今後の課題としたい。

注

(1)

(2）

(3）

模倣に近い用語として､モデリングなどの用語もあるが、Wehman(1977)が、各々の研究者が研究

の施行上､モデリング、模倣、同一視、代理学習、役割演技などの用語を用いるが、それらは本質

的には同一の行動過程を述べているとしている。そこで本稿では、模倣と他の用語を互換性の強い

関係と位置付けるが、それぞれの意味を区別して用いることは混乱を招くと考え､モデリングなど

の類似する用語を用いないこととした。

本稿において､｢模倣｣を｢まね｣と表記する場合もあるが、両語は同義に扱う。「まね｣は、まねっこな

どの口語的な場面での自然さを尊重するために用いる場合が多い。

表Iに記載した事例は、鈴木(2012)の先行研究と同一であるが、その要旨のみを記載した。
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