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ダウン症幼児の仲間との相互交渉の発達

　一1卵性双生児事例の縦断的検討一

細川かおり＊・橋本創 一＊＊・池田由紀江＊＊＊

　本研究はダウン症児の仲問との相互交渉の発達の様相を明かにし、関連要因につい

て検討することを目的とした。1卵性双生児ダウン症女児のCA2，3，4，6歳時の半統

制場面での相互交渉を、コミュニケーション行動という点から分析した。その結果、

CA2歳ではコミュニケーションは成立せず、CA3・4歳では働きかけとして「抗議・

抵抗」が多くみられ、物を巡る争いが大きかな位置を占めると考えられた。CA6歳で

は言語を用いたコミュニケーションが多く成立していた。健常児の相互交渉と比較す

ると、MAを指標にしてもさらに遅れるのではないかと推察された。また、相互交渉

は親密度や接触経験より、年齢（精神年齢）が影響すると考えられた。今後は相互交

渉に関係する能力の解明が望まれる。

キー・ワード：仲問との相互交渉 ダウン症侯群 1卵性双生児

I．はじめに

　近年乳幼児の相互交渉の発達の解明や関連す

る諸要因に関する知見が蓄積されつつある。し

かし、精神遅滞児の相互交渉に関する研究はま

だ断片的で少ない。精神遅滞児の相互交渉に関

する研究は主に保育所での健常児、保母との相

互交渉に関して行われてきた（本郷，19875〕な

ど）。統合保育が行われるようになってきた今

日、精神遅滞児と健常児と相互交渉の研究に対

する二一ドは高いが、精神遅滞児の相互交渉ス

キルを正確に把握するためには精神遅滞児同士

の相互交渉を観察することも有効であろう。

　ところで仲問との相互交渉を規定する要因の

一つ、に伸問との接触経験や親密度がある（江

口、19783〕）。Mu11er，E．andBrenner，J．（19777〕）

は仲間経験がある1歳児は有意に長い相互交渉

の系列を示したとしている。デ方、Browne11，C．
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（19862〕）は健常児を対象に行った研究で、相互

交渉スキルの発達という点では年齢が関係する

ことを指摘している。彼は社会的な働きかけの

複雑さや高次化には、年齢（健常児の場合）が

強く影響しており、伸問との経験や親密さでは

保証できないとしている。双生児の場合同一の

家庭環境に育つため、仲問より接触経験は多く、

親密度が高いと考えられる。ダウン症双生児の

相互交渉スキルは接触経験、親密度に大きく関

係しているだろうか、それともBrowne11，C．

（19862））の指摘する年齢（精神年齢）に大きく

関係するのであろうか。

　本研究では1卵性双生児のダウン症児の相互

交渉を縦断的に分析することにより、ダウン症

児の仲間関係の発達の様相を明らかにするこ

と、および精神遅滞児の相互交渉の発達に及ぼ

す経験や親密度と年齢（精神年齢）の影響につ

いて検討することを目的とする。

　本研究では、両者のコミュニケーション行動

という視点から相互交渉を分析する。相互交渉
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ダウン症幼児の仲問との相互交渉の発達

Table2　コミュニケーション行動と

　　　　　　　　それに対する応答

Table3 CA2歳時のコミュニケーション
行動に対する応答

働　　き　か　　け 応　　　　　　答

差し出す 承諸1物に手を伸ぱす、受け取る
相手に向かって物を差し出す 不承諾：抗議、押し返す

趣 承諾：それを見る、それに近づく

物を指さす、上に持ち上げる 不承諾：抗議、そっぼを向く、見るのに失

「ごらん」「みて」という 敗

物・行為を要求する 承　諾：言う通りにする

物に手を伸ぱす、さわる、 不承諾1拒否する

「ほしい」のような言語的要求「…とっ

て」「…して」などの動作の懇願・命令

注意喚起 承諾：相手を見る、「な一与こ」など返事を

相手の名前を呼ぶ、顔を近づける、「ね」 する

などの呼掛け 不承諾1抗議そっぼを向く、’見るのに失敗

遊びへの勧誘 承諾：適切な行為で遊びに加わる

「…しよう」など言語で誘う、仲問が見 不承諸：抗議、参加の拒否

ている時に行為をし、その後仲間に参加 その他：関係のない行為で仲聞に加わる

するように待ったり合図する

鍵 承諾：意味のある関連した宣言的発話

他のカテゴリー以外の理解可能な発話、 不承諾1なし

文派内で意味を持つ発声

抗議・抵抗 承諸：抗議された行動をやめる

悲鳴、さわぐ、泣く 不承諾：抗議、身体的攻撃

言葉で「いや」「やめて」と言う、身を引 その他：仲聞に注意を向ける

いたり、物を引っ込めたりする

説明要求 承諾；相手に応じて答える、説明する

質間したり説明を求める 不承諾：答えなし

その他1関遵した発話をする

遊びに加わる 承　諸：遊びを続ける、仲間の参加を承認

伸間を排除せずに相手の持つ遊具を操作 したり促したりする

する、伸問の行為を補足する行為を行う 不承諾：抗議、参加の拒否

気づいている 気づかない

理解の証拠あり 理解の証拠なし

承　諾　　不承諾　　その他

差し出す

提示

物・行為の要求

注意喚起

遊びへの勧誘

叙述

抗議・抵抗

説明要求

遊びに加わる

合計（％）　　o o　　　　　o 0　　　1（100〕

Table4 CA3歳時のコミュニケーション
行動に対する応答

気づいている 気づかない

理解の証拠あり 理解の証拠なし

承諾　不承諾　その他

差し出す

提示

物・行為の要求

注意喚起

遊びへの勧誘

叙述

抗議・抵抗

説明要求

遊びに加わる

合計（％） 1（8．3〕　4（33．3〕　　O 6（50．O〕　1（8．3）

る」（aWare）行動であるが、これらに対して相

手の行動に注意を向けていない、見ないことが

はっきりしている場合に「気づかない」

（unaWare）とした。

　　分析の指標は以下の通りである。（1）相手へ

の働きかけとそれに対する応答の対（コミュニ

ケーション行動）の数、（2）相手への働きかけ

Table5

（year）

CA4歳時のコミュニケーション’
行動に対する応答

気づいている 気づかない

CA3
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理解の証拠あり 理解の証拠なし
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囹

團

承諾　不承諾　その他

差し出す

提示

物・行為の要求

注意喚起

遊びへの勧誘

叙述

抗議・低抗’

説明要求

遊びに加わる

視線　　　　合計（。）

動　作

言語　　　Tab1e6
視十言

動十言．

1（7．6）　5｛38．5）　　O 3（23．O〕　4｛31．O）

CA6歳時のコミュニケーション

行動に対する応答

気づいている 気づかない

CA4

CA6

固視十動十言
理解の証拠あり 理解の証触し

Fig．2　コミュニケーション行動のモダリテイ

承　諾　　不承諾　　その他

差し出す

提示

物・行為の要求

注意喚起

遊びへの勧誘

叙述

抗議・抵抗

説明要求

遊ぴに加わる

合計（％〕 24（38．1）16（25．4）　6（9．5〕 10｛15．9）10（15．9〕
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の出現カテゴリー数、（3）相手への働きかけの

モダリティー、（4）応答の分類。

III．結　果

　1．相手への働きかけとそれに対する応答の

　　対（コミュニケーション行動）の数

　全体で91のコミュニケーション行動が抽出

された。加齢にともない増加傾向にあり（Fig．

1）、CA6歳で多く観察された。CA20－22ケ月児

を対象に観察したRoss，H．（198211〕）の結果を

10分間に換算すると16．9回であった。Ross，H．

（197211））とカテゴリーが一部異なるためいち

がいには比較できないが、本研究のCA3歳

（MA2歳3ケ月）・4歳（MA3歳2ケ月）とほ

ぼ同数であった。

　2．相手への働かかけの出現カテゴリーあ種

　　類

　出現カテゴリー数はCA2歳で1種類、CA3

歳で3種類、CA4歳で5種類、CA6歳で7種類

であり、加齢にともない出現カテゴリー数が増

加する傾向にあった（Fig．1）。「抗議・低抗」は

CA3歳では6（50％）、CA4歳では7（53．8％）

と50％以上を占めており、最も多いカテゴリー

であった。CA6歳では「抗議・抵抗」が減り、

「物・行為の要求」が23（34．8％）、「説明要求」

が14（21．2％）と多くを占めている。また、CA3・

4歳でみられた「遊びに加わる」はCA6歳では

見られなくなっている。つまりCA6歳では、

はっきりした表現により遊びに加わっていると

考えられる。

　3．相手への働きかけのモダリティーの検討

　出現した働きかけのモダリティーを視線、動

作、言語およびその複合に分類して検討した結

果をFig．2に示した。なお、CA2歳は、相手に

対する働きかけとそれに対する応答の対が1つ

しかないので分析から除いた。言語のみまたは

言語を併用している割合は、CA3歳で91．6％、

CA4歳で69．2％、CA6歳で100％とどの年齢で

も比較的多くみられた。また、言語のみを手段

として用いている割合は、CA3歳で16．7％、

CA4歳で30．8％、CA6歳で5410％と加齢と共に

増加傾向にあった。

　4．相手への働きかけに対する応答について

　Table3～6に結果を示した。働きかけに対し

て「気づかない」割合はCA3歳で8．3％、CA4

歳で31％、CA5歳で15．9％であった。「気づか

ない」が出現したカテゴリーは「差し出す」「勧

誘」「遊びに加わる」「物・行為の要求」「説明要

求」であった。これらのうち、特定のカテゴリー

に特に多く「気づかない」が生じることはなかっ

た。働きかけに対して「気づいた」割合はCA3

歳で91．7％、CA4歳で66．7％、CA6歳で84．1％

であった。相手からの働きかけに「気づいた」

反応のうち、働きかけに対してなんらかの理解

の証拠ありは、CA3歳で45．4％、CA4歳で66．

7％、CA6歳で8411％であり、加齢と共に増加し

ていく傾向にあった。CA4歳では「低抗」が、

CA6歳では「物・行為の要求」「叙述」「説明要

求」が最も多く理解の証拠を示した。一方、「理

解の証拠なし」はCA3歳で50％、CA4歳で23．

3％、CA6歳で15．9％であり、加齢と共にはっき

りしない応答が減る傾向にあった。

IV．考　察

　丁1，T2の相互交渉の様相をまとめると以下

の通りである。

　CA2歳：相手への働きかけは生じるが、それ

に対する応答は見られず、その点ではコミュニ

ケーションは成立しない。

　CA3歳・4歳：相手に対する働きかけとそれ

に対する応答が見られ始めるが、まだ働きかけ

の種類は多くない。また、多くみられる働きか

け、または「気づく」が多く生じる行動は、「抗

議・低抗」であり、このころは物を巡る争いが

大きな位置を占めると考えられる。

　CA6歳：相手への働きかけとそれに対する

応答（コミュニケーション行動）が急激に増え

る。働きかけの際の行動の種類は増え、働きか

けに対する応答も「気づく」が多くみられるよ

うになる。働きかけのモダリティーは言語が主

となる。この時期には働きかけもそれに対する

応答も明確になってくる。
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ダウン症幼児の仲問との相互交渉の発達

　健常児で物を巡る争いが大きな位置を占める

のは、1～2歳代の子供同士の相互交渉において

である（遠藤，19864））。本研究の対象児ではCA3

歳、CA4歳時（MA1歳11ケ月～3歳2ケ月）

で物を巡る争いが多く観察された。これは健常

児と比較すると非常に遅く、MAを指標にして

とさらに遅れ気味である。これらは、MA2歳6

ケ月のダウン症児の「PeerInteraction」は、健

常児と比較して少ないという指摘（当麻，

1986m））や、CA15．6～62．Oケ月のダウン症児の

発達特徴を分析した岡崎（19869））の、「子供と

の相互交渉」は良好とは言えないという指摘と

一致する。

　言語を併用している割合は各年齢を通じて多

くみられたが、これは本児が比較的言語発達が

良好であるためと考えられる。また、言語のみ

をコミュニケーション手段として用いることは

加齢と共に増加している。特にCA6歳の言語の

併用率は100％であり、またこの時期には働き

かけとそれに対する応答が急激に増えていたこ

とから、本研究の対象児はCA6歳（MA3歳10

ヵ月）時にそれ以前と質的に異なった交渉をし

ているのではないかと推測される。しかし、こ

の点については今後検討する必要があろう。

　本研究の結果からは、相互交渉は親密度や接

触経験より、Browne11，C．（19862〕）の指摘する

年齢（精神年齢）に影響されると考えられる。

つまり相互交渉には種々の認知能力が関係して

いると考えられ、これら認知能カの獲得が相互

交渉の発達に関係しているといえよう。遠藤

（19863））は物を巡る争いには「白己認知」能力

が関係しているとしているが、今後もこういっ

た能力の解明や指導方法が考えられる必要があ

ろう。

　最後に双生児という特殊性についてである

が、本研究の対象児は言語発達が比較的良好で

あることも加わり、比較的コミュニケーション

が成立しやすいという印象を受けた。この点に

ついては双生児の場合は特定の二人の相互関係

が比較的早い段階で成り立つ、意志の疎通が良

いという指摘（天羽，19881））と一致する。しか

し、4つ子のきょうだいの相互作用を検討した

中西（19899））は4つ子の社会的発達の特異性は

示されず、むしろ保育所などの集団場面での仲

問関係の発達と共通のメカニズムをもっている

と指摘している。本研究でも相互交渉の発達は、

双生児という環境ゆえの親密度より精神年齢に

影響されているようであった。つまり双生児の

相互交渉の特殊性はみられず、この点では中西

（19898〕）の指摘を支持したといえよう。
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A Developmental Analysis of Peer Interaction among Down Syndroune Infants 

: A Longitudinal Study of Monozygous Twin 

Kaori HOSOKAWA, Souichi HASIMOTO and Yukie IKEDA 

The purpose of this study was to analyze peer interaction during free play setting. Down 

syndrome pair of monozygous twin girls were observed from 2 year~ to 6 years of age. The results 

were as follws : There were few communication behavior at 2 years of fge. Objehtion and Refusal 

occupied learge position at the 3 and 4 years of age. At the 6 years of age, they communicated with 

one another by language. Peer interaction with Down syndrome was delayed in comparison with 

normal children. Peer intheraction was infiuenced by mental age than familiality and experience with 

peer, 
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