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Strange　Situationにおけるダウン症乳幼児のアタッチメント行動の発達

池　田 由紀江＊・新 津　加津美＊＊

　本研究では、Ainsworthら（1978）のStrange　Situation法を用いて生後11ヵ月か

ら29ヵ月までのダウン症乳幼児12名を対象に、母子分離場面、母子再会場面、stranger

のいる場面におけるアタッチメント行動の出現を発達的な観点から検討することを目

的とした。その結果、I群（1歳前半）の子どもはstrangerにたいし恐れを表出しア

タッチメント対象の人物とは異なる人であると認知したが、母親不在に対しては強い

不安を示さなからた。II群（1歳後半）の子どもは、母親との分離場面では顕著な泣

きを示し母親との再会場面でも母親と身体接触を要求するなど、母親へのアタッチメ

ント行動が顕著に現われた。III群（2歳前半）は、母親分離場面でも泣くものは少な

く、母親との空間をともにしていなくても安心していられるようになり、母親との再

会場面では接近行動だけでなく母親への発声や視覚定位の増加を示した。これらの結

果から、ダウン症乳幼児のアタッチメント行動の発達は形成される時期は遅れるもの

の質的には健常児と同様の発達を示すことが明らかにされた。
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I．はじめに

　乳児が母親との間に形成する情愛的な結びつ

きをBow1byJ（19692〕）はアタッチメント

（Attac㎞ent）という概念で説明した。人間の

愛着はいろいろの種類の行動によって示される

が、BowIby（19692））は、乳幼児期の子どもが

母親を目で追ったりすることにより母親の存在

を確かめる行動を定位行動（orientational　be・

havior）とよび、これは愛着行動にとって不可欠

のものであるとしている。さらに、他の愛着行

動をシグナル行動（signa11ingbehavior）と接

近行動（approachbehavior）とに分類した。シ

グナノレ行動とは母親を子どもの方に引き寄せる

効果があり、接近行動は子どもを母親へ近づけ

る行動である。具体的には、シグナル行動には

泣き（Crying）、微笑（Smi1ing）、発声（VoCa1iZing）
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などがあり、接近行動には探し求める（seeking

）、接近し後を追う（fo11owing）、しがみつき行

動（C1inging）などである。このような行動で示

される愛着の発達は、生後2年間の間に形成さ

れるといわれている。

Ainsworth，B1ehar，Waters，and　Wa11

（1978i））は1歳児のアタッチメントを評価す

る実証的な研究技法としてStrange　Situation

法を考案した。このStrange　Situation法は、

ある一定の広さの部屋で母と子のいる場面、見

知らぬ女性が加わる場面、母子分離場面、母子

再会場面といった8つの場面（エピソード）を

設定しその場面における子どもの行動を分析す

ることにより母親に対するアタッチメントの発

達を評価する方法である。すなわち、8場面に

おける子どもたちのアタッチメント行動である

泣き、微笑、発声などのシグナル行動と母親へ

の接近、後追いなどの接近行動および定位行動

を分析することにより、乳幼児のアタッチメン
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ト行動の発達を測定しようとしたのである。現

在、StrangeSituation法は各国で用いられてお

り日米比較研究などのように文化社会的要因が

アタッチメントの発達に及ぼす影響（三宅ら

19827）、高橋ら198213））や、乳児の生得的な気質

とアタッチメントとの関係（三宅ら19848））、さ

らに1歳児のアタッチメントの形成と縦断的な

追跡による後の認知や社会性の発達との関係

（三宅19869〕、臼井198614））などを中心に研究さ

れている。

　一方、障害乳幼児を対象としたStrange

Situation法によるアタッチメントの発達に関

する研究は少なく、末熟児、ダウン症、脳性ま

ひ児などの発達障害児を対象とした研究（Go1d・

berg，S19885〕）とダウン症児を対象とした研究

（Serafica　and　Cicchetti197611，Berry，Gunn

and　Andrews19803〕，Cicchetti　and　Serafica

19814〕，Thompson，Cicchetti，Lamb　and

Ma1kin198512〕）がわずかに報告されているの

みであり、特にわが国においてはほとんど見ら

れない。精神遅滞児の場合、特にダウン症児は

出生直後に診断されることからくる親の精神的

不安定さやダウン児自身の発声、泣きなどの情

動的なシグナノレ行動の表出が少なくないことが

多く、その結果として母親とのアタッチメント

の形成に問題が生じやすいことが考えられる。

Berry，Gum　and　Andrews（19803））は、生活

年齢（以下、CA）が平均24ヵ月のダウン症児を

対象にStrange　Situation法を用いてアタッチ

メント行動を研究し、ダウン症児は健常児と質

的には類似していることを報告しているが、

Serafica　and　Cicchetti（197611〕）やCicchetti

andSerafica（19814〕）およびGo1dberg（19885））

の研究では、対象児の平均CAは2歳の後半か

亭4歳6ヵ月の範囲にあり月齢が高くStrange

Situation法の対象としては疑問が残り、まだ充

分解明されたとはいい難い。ダウン症児の場合、

知的能カ等の遅れから当然アタッチメント行動

の遅れがあることも考えられるが、月齢の低い

ダウン症児のアタッチメント行動の発達につい

ては検討されていない。

本研究では、ダウン症乳幼児を対象としCA

にもとずき3群に分類しStrange　Situation法

によりアタッチメント行動を発達的観点から検

討する。

II．方　法

1）対象児

　対象児は筑波大学池田研究室の「ダウン症児

のための早期教育プログラム」に参加している

ダウン症乳幼児12名（男児10名、女児2名）で

ある。全員が21トリソミ型で特に重度の合併症

を持つものはいなかった。CAは11ヵ月から29

ヵ月までの範囲にあり、MA（精神年齢）はMCC

ベビーテストにて測定され6．8ヵ月から21．6カ

月の範囲にあった（Tab1e1）。また、未歩行のも

のもいたがいざり行動、ずり這い、四つ這いな

どによる移動が可能であった。Strange　Situa－

ti㎝法では出生順位第1子を対象とすること

になっているが、本研究では統制することが困

難であったため、第1子出生6名、第2子出生

5名、第3子出生1名であった。全ての子ども

は家庭で養育され母親は全員専業主婦であっ

た。

　12名の対象児はCAに基づき3群、すなわち

I群、II群、III群に分けられ、各群の人数は4

名とされた。I群の平均CAは13．5ヵ月（SD

2．12）平均MAは7．7ヵ月（SDO．75）、II群の平

均CAは21．3ヵ月（SD1．24）平均MAは13．9カ

月（SD0．36）、III群の平均CAは27．5ヵ月（SD

1．54）平均MAは17．3ヵ月（SD2．58）であった。

2）手続き

　実験場面は、Fig．1のように、約3m×3mの

実験室内に、母親とStrangerが座るための椅子

を各一つ、子ども用の椅子一つを用意し、子ど

も用の椅子の前には玩具（ガラガラ、キューピー

人形、犬、ままごとセット、ミニカー、ゴムボー

ル、わなげ）が置かれた。床の上には被験児の

移動が記録できるように16等分に区切った目印

のシールが貝占られた。

　Strange　Situation法の施行方法は、Anins・

worth，B1ehar，Waters，and　Wa11（19781））の
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Table1 被験児のプロフィール
（）：SD

性別　CA（month） MA（month）　　　DQ

I群　　sub．1

　　　Sub．2

　　　Sub．3

　　　Sub．4

　　　平均

M
M
M
M

11；0

11：8

15；5

15：7
13：5（2．12）

6；8

7：8

8：4

8：4

7；7（0．75）

61，8

59，3

54，1

53，5

57．0（3，5）

II群　Sub．5

　　　Sub．6

　　　Sub．7

　　　Sub．8

　　　平均

F
F
M
M

19：7

20：7

21；9
23：0
21：3（1．24）

14；0

14：4

13：8

13：4
1319（0．36）

71，1

69，5

63，0

58，2

65．2（5．2）

m群　　Sub．6　　M

　　　Sub．7　　M
　　　Sub．8　　M
　　　Sub．9　　M

25：5
2618

27：9

29；7

16：8　　　　　　　　　6519

16：0　　　　　　　　　59，7

14：8　　　　　　　　　53，0

21；6　　　　　　　　　72．7

平均 27：5（1．54） 17：3（2．58）　62．9（7．3）

ドア

Stranger

ぺ0

　4

・・l／1〃

O・・t…

口
＆

1ン1－／！l一□…カ／l

Fig．1Strange　Situationの実験場面

　　　　（Ainsworthら（19781））、p．34，Fig．1を修正

　　　した）

手続きにしたがって行なった。それはTab1e2に

あるように8つのエピソードから構成されてい

る。Strangerは、女子大学院生が担当した。実

験を行なう前に、母親は実験の概略がかかれた

用紙を渡され、各エピソードで母親のとるべき

行動について説明をうけた。

記録は2台のビデオカメラにより全エピソー

ドが録画、録音された

3）分析方法

　1　愛着行動の出現頻度

Ainsworth，B1ehar，Waters，and　Wa11

（19781））および繁多（19836））を参考にし、

Tab1e3にしめした8つの行動カテゴリのうち

探索移動、探索操作を除き6つの行動カテゴ

リーについてその出現頻度を求めた。VTR再

生画像から各エピソードごとの各々の行動カテ

ゴリについて15秒タイムインターバル法によっ

てその行動の出現頻度を算出し、これを出現得

点とした。なお、エピソード1は導入のための

エピソードなので分析の対象にしなかった。

　2　行動観察の信頼性

　行動の分析の信頼性を求めるために、任意に

抽出した1名の被験児の全エピソードのVTR

の再生画像を2名が別々にみて、行動カテゴリ

の評価を行なった。各行動項目についての評定

者間の一致率は、視覚定位については0．90、発

声については0．88、微笑、接近および接触要求

については1．00であり、全体としては0．93と局

い一致度であった。
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Table2 Strange　Situation法の概略

エピソード 登場人物　時問 行動の内容

1　母親　　　　30秒

　　子ども

　　実験者

実験者が母と子を実験室に案内し、母と子に所

定の場所を教え、退室する。

2　　母親　　　　3分

　　子ども

子どもが探索的行動をしている限り、母親はそ

れに参加しない。2分たっても子どもが遊ばな

い場合には、母が遊びに誘う。

3　母親

　　子ども

　　Stranger

3分Strangerが入室する。最初の1分は無言。2分

　　目にStrangerは母親に話しかける。3分目には

　　Strangerは子どもに近づき遊びに誘う。3分し

　　たら母は静かに退室する（荷物は残しておく）。

4　　子ども

　　Stranger

3分　最初の母子分離場面。Strangerの行動は子ども

　　の行動と連動したものとなる。子どもが何もせ

　　ずにいる場合は玩具に関心を示すように働きか

　　ける。子がぐずっているときはあやす。

5　　母親

　　子ども

3分最初の再会場面。母は入口で子どもの名前を2

　　回呼んでから入室する。Strangerは母親と入れ

　　かわりに目立たぬように退室する。母親は子ど

　　もに話しかけ慰め、遊びに誘導する。母親は「バ

　　イバイ」と子どもにいって退室する。

6　　子ども 3分　第2の分離場面。子どもが非常にぐずり、エピ

　　ソードを短縮せざるを得ない場合を除き子ども

　　を一人で部屋に残しておく。

7　　子ども

　　Stranger　一

3分Strangerが入室し、エピソード4と同様にふる

　　まう。

8　　母親　　　　3分

　　子ども

第2の再会場面。母親が入室して子どもに話し

かけ、抱き上げる。Strangerは目立ないように

退室する。

Tab1e3 分析の対象となる行動カテゴリー

1．探索的移動
　　歩行、四つ這い、いざり這いなどの全ての移動。人に接近する、人

　から後退する、母親が退室した時に母親の後を追うなどの移動は含ま

　れない。

2、探索的操作
　　玩具や部屋の中にあるものに対するすべての手先の操作行動。大人

　から玩具を受け取る、ドアを開けようとするなどの行動は含まれない。

3．（・）母親への視覚定位

　　母親に視覚的に定位づけを行う。

　（b）Strangerへの視覚定位

　　Strangerに視覚的に定位づけを行う。
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4．泣き

　　声をたてて泣く。不快な声を出す。泣き顔になる。

5．（a）母親への発声

　　母親に向けて発せられている泣き以外の全ての発声

　（b）Strangerへの発声

　　Strangerに向けて発せられている泣き以外の全ての発声

　（・）母親、Strangerに向けられてない発声

　　上記の（・）、（b）以外の全ての発声。

6．（a）母親への微笑

　　母親に向かって微笑む。

　（b）Strangerへの微笑

　　Strangerに向かって微笑む。

　（・）母親、Strangerに向けられない微笑

　　上記の（・）、（b）以外の微笑。

7．（a）母親への接近

　　子どもから母親に接近する。

　（b）Strangerへの接近

　　子どもからStrangerに接近する。

8、（a）母親への接触要求

　　母親にだっこをせがむなど。接触したまま離れたがらない状態も含

　　まれる。

　（b）Strangerへの接触要求

　　Strangerにだっこをせがむなど。接触したまま離れたがらない状態

　　も含まれる。

III．結　呆

　各々のエピソード（以下、Ep）におけるシグ

ナル行動（泣き、発声、微笑）と接近行動（接

近、接触要求）及び定位行動（視覚定位）の群

別の平均出現得点を求めるとともに（Fig．

2～8）、各群の個々の事例の特徴を明らかにする

平

均

出

現

得

点

7■

1　　　、一十、
1　　　　　　　　　、、
’　　　　　　　　　　一十

。か＼　　1
’　　　、　　　’

　　＼　’
刀、　　　Ψ

　＼　　　　　．．／小、．、
　　’　　　、。ル’　　　　’、・◇

EP2 EP3

口I群

EP4　　EP5　　EP6　　EP7　EP8

　エピソード

　十II群　　◇III群

Fig．2各エピソードの泣きの平均出現得点

ために対象児個々の母子分離場面、再会場面お

よびStrangerに対する反応の観察結果を

Tab1e4に示した。

1）泣　き

　泣きの出現得点をFig．2に示した。1回目の

母子分離場面であるEp4では、II群、I群、III

群の順に高かったが、その後母親の入室により

Ep5ではどの群も泣きは減少した。

　I群では、初めての母子分離となるStranger

と二人の場面の耳p4では泣きの平均出現得点は

高く4．25であった。しかし、Tab1e4に示すよう

に、これはI群の4例の対象児のうちSub．1と

Sub．3が母親が退室すると直ちに泣き出した結

果であるが、Sub．2はそれほど混乱を示さず、ま

た、Sub．4は母子分離場面で全く泣きを示さな

かった。また、一人きりで部屋に残される場面

のEp6では泣きを示したものは皆無であった。

しかし、strangerが入室するEp7では再び得点

が5．50に上昇したが、これはSub．1，2，3が
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Strangerと目が合うと泣き出したりStranger

が近づくと泣きを示した結果である。Sub．4は、

Strangerが入室しても変化がな■くなんら反応

を示さなかった。

　II群では、対象児4例中2例は第1回の母子

分離場面（Ep4）でただちに泣きを示し泣きの平

均出現得点が高くなっている。さらに、他群と

異なっているのは第2回の母子分離場面（Ep6）

で非常に高い出現得点を示したことである。こ

れは、Sub．6を除く3例の混乱が大きく、母親が

退室しようとすると母親を追いかけて泣き出す

などの反応が顕著であったためである。この泣

きは、Ep8で母親が入室する場面で母親にしが

みつき宥めても泣きが続いた。

　III群はEp4の母子分離場面で高かったが、他

の分離場面での得点は低く全体としては泣きは

少なかった。

2）発声

　各エピソードの発声全体の平均出現得点と母

親への発声とStrangerへの発声の平均出現得

点をそれぞれFig．3およびFig．4に示した。発声

全体では、どの群においても発声の出現の変化

は同じ様な傾向を示し、母親と一緒にいる場面

では得点が高く、Strangerの入室した場面や母

子分離場面では低い得点となった。つまり、1

回目の母子分離場面では得点が極端に減少する

が、母親と再会場面（Ep5）ではどの群もEp3と

ほぼ同じレベルまで上昇した。

　I群は、最初のエピソードから3群のうちで

　16

　14

平12
均10
出8
現

得　6

点　4

　　2

　　0

◇・、

十’ミミ・、　　　1ト吐一へ　　　ρ

　＼◇・　　　！　　　＼
　　斗、＼　　　・’。・、　　　・、

　　　＼Yl／＼、＼。

　　　　　〉　　　＼　　v
　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　㌧、　　　／片

　　EP2　EP3　　EP4　EP5　　EP6　　EP7　　EP8
　　　　　　　　　エピソード

　　　　　□I群　　十II群　　◇皿群

Fig－3各エピソードの発声（全体）め平均出現得点

最も発声が少なく、最初の母子分離場面（Ep4）

やstrangerと二人になるEp7で減少し母子再

会場面ではやや増加したが、他の群と比べると

その増減は緩やかであった。II群は、前半はIII

群と同様の傾向を示したが、ひとりにされる場

面（Ep6）で急渕こ減少した。III群は、全エピソー

ドを通して発声が最も多く、母子分離場面で減

少し、再会場面で増加した。

　また、母親への発声とStrangerへの発声を比

較する（Fig．4）と、母親に対する発声の出現得

点が高くStrangerに対する発声が少なかった。

特にIII群の母親への発声の出現得点が高かっ

た。

3）微笑

　母親への微笑とStrangerへの微笑の平均出

現得点をFig．5に示した。母親に対する微笑の

I群の出現得点は全体として高く、最初のエピ

ソード（Ep2，3）から出現得点が高いが、1回

目の再会場面でやや減少したが2回目の再会場

面であるEp8では再び高くなっている。I群で

はStrangerに対する微笑の頻度も他群より高

かった。II群では、微笑が少なく、特にEp8の

再会場合では微笑をしめしたのはSub．6のみで

あり他児は接触や接近により母親との交渉をお

こなおうとした。III群は母子再会場面（Ep5）で

わずかに増加し、2回目の母子再会場面（Ep8）

でも母親がもどってきた時2例は喜びの微笑を

しめしたため平均得点の上昇をみた。

　Strangerに対する微笑の出現得点は非常に

低くエピソードの差ははっきりしなかった。

4）視覚定位

　母親への視覚定位の平均出現得点をFig．6に

しめした。I群では、strangerが加わるEp3で

増加したが、1回目の母子再会場面では変化せ

ず、2回目の母子再会場面では明らかに出現得

点が増加した。III群では再会場面（Ep5，8）で

の母親への視覚定位の出現得点は顕著に高く

なったが、II群では2回目の再会場面（Ep8）で

極端に減少した。

5）接近

　母親への接近の平均出現得点とStrangerへ
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の接近の平均出現得点をFig．7に示した。母親

への接近については、I群は出現得点が低かっ

たが再会場面のEp8において若干の増加を示し

た。しかし、Sub．4は母子再会場面でも母親に接

近したり接触を求める行動はみられなかった。

IIおよびIII群では、Strangerに初めて接する

Ep3では増加したが、1回目の再会場面では接

近がみられなかった。Strangerへの接近につい

てはどの群もEp3や4では殆ど出現しなかった

が、2回目の母子分離場面のEp7では増加した。

6）接触要求

　母親への接触要求は、Fig．8に示すようにIお

よびII群では1，2回目の再会場面において増

加する傾向を示したが、III群ではやや傾向が異

なっていた。皿群では母親との再会場面（Ep5）

では4例全員とも母親への接近、接触要求行動

はみられなかったが、2回目の再会場面（Ep8）

で4例中3例が母親に向かって接触を求める行

動がみられ出現得点が3．75まで顕著に増加し

た。

IV．考　察

　ダウン症乳幼児を生活月齢の発達の観点から

3群に分類して、その愛着行動の特徴を考察す

る。愛着行動の安定さという観点からみたとき、

Ainsworth，B1ehar，Waters，and　Wa11（1978）

が重視したように母子分離場面、母子再会場面

における愛着行動、およびStrangerへの反応を

中心に考察してみたい。

　I群の泣きは、母親との分離不安というより、

Strangerの入室によって引き起こされていた。

結果に示したように、I群ではひとりきりにさ

れた場面（エピソード6）で泣く子どもはみら

れず、母親と一緒にいる場面でもStrangerが接

近するだけで泣く子ども見られた。つまりI群

のダウン症児はStrangerを自分のアタッチメ

ント対象の人物とは異なる人であると認知し、

見知らぬ人に対して母親が近くにいても恐れを

表出する段階であるが、母親の不在に対しては

強い不安をしめさず、母親との分離によってア

タッチメント行動が活性化される段階まで発達

していないと解釈することができる。しかし、

Sub．4は母子分離場面でも泣きを示さず再会場

面でも接近や接触要求の行動は見られず、

Strangerに対しても恐れをあらわさず全エピ

ソードを通してぼんやりしていた。このような

反応の弱さはアタッチメントの発達の遅れと考

えられるが、本児は第3子であり家庭環境が母

親と密着する経験が少ないために母親と分離す

ることは彼にとってなんらdistressにならな

いとも考えられるが、本研究ではその原因は明

確にされなかった。

　また、I群はII，III群と比べて母子再会場面

でも母親に接近したり、接触を要求することが

少なかった。このことは、II，III群の子どもは

ほぼ歩行が完成し、白分の欲求や意図する目的

に応じて自由に移動することが可能であるのに

対してI群の子どもはずり這いや四つばいの段

階であることから、移動能力の発達によってこ

れらのアタッチメント行動に変化してゆくと考

えられる。

　II群のダウン症児の母親との分離場面での泣

きについては顕著に多く、1回目の分離場面に

比べて2回目の分離場面ではこのII群のみ泣き

が増大した。これはII群の子ども達が母親との

分離に対して非常に強い抵抗を持っていること

を意味している。そして、2回目の分離場面で

は母親の後追いをする子どもがみられ、母親と

の分離を回避するためアタッチメント行動が強

く活性化されたと考えられる。また同時に、II

群の母子再会場面の反応は母親への接触要求が

現れたように、分離場面での不安や緊張を解消

するためのアタッチメント行動が多く出現し

た。II群ではI群のようにStrangerにたいして

恐れを示す子どもはみられなかったが、母子分

離場面で母親を求めて混乱したときStranger

が子どもをあやそうとするとこれを拒否する場

面が何度も見られた。このことはII群の子ども

の母親へのアタッチメント行動が母子分離場面

で非常に活性化したことを示している。

　III群は1名を除いては母子分離場面では激し

い泣きを示すことはなかったが、この1名はIII
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Tab1e4 各対象児の母子分離、再会場面及びStrangerへの

反応の観察結果

I群　Sub．1

　　Sub．2

　母親が退室してから泣き出すまで

の時間が非常に短く、再会場面でも

母親に抱かれると直ちに泣きやん

だ。エピソードの中では母親との相

互交渉が多く成立していた。また、

Strangerに対する恐怖反応が顕著で

あった。エピソード4でstrangerと

いっしょに遊ぶ場面では、最初は自

分からStrangerにおもちゃを差し出

すなどしていたが、Strangerと目が

合うとすぐに泣きだした。

　母子分離時には大きな混乱を示す

ことは少なかったが、再会時は発声

が増加し、母親に喜びの表情を示し

た。1回目の再会場面ではドアの外

で母親が被験児の名前を呼ぶと両手

をあげて母親を歓迎する反応を示し

た。Strangerと一緒にいる場面では

特に発声の頻度が少なくなった。

Sub．3　　分離場面ではSub．1と同様に母親

　　　　が退室すると直ちに泣きだした。再

　　　　会場面では母親に接近、接触要求行

　　　　動がみられた。Strangerに対する恐

　　　　怖反応は顕著であり、母親が一緒に

　　　　いる場面であるエピソード3でも

　　　　Strangerが接近すると泣きを示し

　　　　た。

Sub．4　　分離場面では大きな苦痛を示すこ

　　　　とは少なく、母子再会場面でも母親

　　　　に接近したり、接触を求める行動は

　　　　あまりみられなかった。Strangerと

　　　　一緒に遊ぶ場面でもStrangerからの

　　　　働きかけに反応を示さず、エピソー

　　　　ド全体を通してぼんやりとしている

　　　　感じであった。

II群Sub．5 　母子分離場面では母親の退室と同

時に泣きだしたが、再会場面ではそ

れほど積極的に母親に接近、接触要

求を示すことはなかった。エピソー

ド6の一人で残された場面では、何

度かドアを開けることを試みた。ま

た、分離場面でStrangerが抱き上げ

ようとすると抵抗を示した。

Sub．6　　分離場面で大きな混乱を示すこと

　　　　は少なかったが、エピソード5の終

　　　　わりに母親が退室しようとすると母

　　　　親に接近し、「あ一あ、あ一あ」と訴

　　　　えかけるように発声した。2回目の

　　　　再会場面では母親へ身体的な接触要

　　　　求が強く現れた。Strangerに対して

　　　　は回避することはなかったが積極的

　　　　に働きかけることはなかった。

Sub．7　　特に2回目の分離場面での混乱が

　　　　顕著であり、母親が退室しようとす

　　　　ると声をあげて母親を追いかけ、ド

　　　　アの前に座り込み泣いていた。再会

　　　　時には母親にしがみつき、母親が下

　　　　におろそうとしても離れようとしな

　　　　かった。また、エピソード7で
　　　　Strangerを母親と問違えてだっこを

　　　　求めたが、母親でないことがわかる

　　　　と強く拒否した。そして、Strangerが

　　　　おもちゃを差しだして機嫌をとろう

　　　　とするとおもちゃを振り払って低抗

　　　　を示した。

Sub．8　　1回目の母子分離場面ではほとん

　　　　ど苦痛を示すことはなかったが、再

　　　　会場面では母親に接近し、母親の足

　　　　にしがみついて泣きだした。2回親

　　　　の分離場面では母親が退室後直ちに

　　　　泣きだした。母親に再会するとすぐ

　　　　に接近し、だっこを求め、母親が下

　　　　におろそうとしてもしがみついて離

　　　　れなかった。
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III群Sub．9　　1回目の母子分離場面では大きな

　　　　　　　声をあげドアを指してStrangerに訴

　　　　　　　えかけるように泣いた。母親に再会

　　　　　　　すると直ちに泣きはおさまり、積極

　　　　　　　的に探索的行動を始めたが、母親へ

　　　　　　　の接近、接触要求行動はみられな

　　　　　　　かった。2回目の分離場面では、再

　　　　　　　びドアを指さし、Strangerに悲しそ

　　　　　　　うな顔をしてみせ、泣きだした。母

　　　　　　　親に再会すると直ちに母親に接近し

　　　　　　　た。

　　　Subl10　　2回目の分離場面までは大きな混

　　　　　　　乱を示すことは少なかったが、2回

　　　　　　　目の再会場面で母親に向かって発声

　　　　　　　したり、視線を送ったり、接触を求

　　　　　　　めたりする行動が顕著に現れた。

　　　　　　　Strangerに対しては相互交渉が多く

　　　　　　　成立していた。

Sub．11

Sub．12

　分離場面では大きな混乱を示すこ

とは少なかったが、探索的移動が極

端に少なくなった。再会場面ではそ

れが活発になり、母親への発声やお

もちゃの受渡し行動が多くみられ

た。Strangerに対しては相互交渉が

多く成立していた。

　2回目の分離場面でドアを両手で

たたいて訴えた。探索的行動や発声

も不活発であった。再会場面では親

に接近し、微笑することが多かった。

1回目の分離場面ではstrangerから

のはたらきかけに対しては動作や言

葉で拒否することがあった。
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　　　得点

群の中では最もCAが小さく（2歳1ヵ月）、II

群の子どもと同じ様な反応を示していたと思わ

れる。他の3名の子どもは、II群のように「泣

き」というシグナル行動によって母親の注意を

向けさせるのではなく、母親が部屋から退室し

ようとする母親の姿を視線で追ったり、ドアを

叩いて開けてくれるように訴えるなどの行動を

示した。これは、III群の子どもは、母親と必ず

しも空問的に接していなくても安心していら

れ、まだぼんやりとではあるが母親がふたたび

戻ってくるという母親の行動を予測する能力を

もちはじめていると考えられる。また、III群の

再会場面でのアタッチメント行動の出現は2回

目の方が強力であり、II群のように接近、接触

要求が現れるだけでなく母親への発声や視覚定

位の頻度も増加した。これは、再会時のIII群の

アタッチメント行動が母親との直接的な接近行

動だけでなく、距離を隔てた相互作用を形成す

るためのシグナル行動に発展して行ったと考え

られる。

　本研究では、ダウン症のみを対象とし、健常

児との比較はなされていない。従来、ダウン症

を対象としたアタッチメント研究の中で指摘さ

れてきた問題は、ダウン症児は健常児に比べて

微笑、泣き、発声などの母親の注意を引き付け

るための情動的な反応の表出が弱い、または出

現する時期が遅れるということであった
（Waters，Matas　and　Sroufe，197515〕）。また、

CA2－3歳のダウン症児と同じCAの健常児

と比較すると母親との分離時にみられる泣きや

発声の頻度が少なく、再会時においても母親へ

の接近や接触要求が少ないと報告されている

（Serafica　and　Cicchetti，197611〕）、しかしな

がら、本研究においては、II群の結果を見る限

り、母子分離時には顕著な泣きがみられ、発声、

微笑などの情動的な反応や再会時の接触要求も

活発に出現したので健常児のアタッチメント行

動と質的には変わりはないと考えられる。

Ainsworth，B1ehar，Waters，and　Wal1

（19781〕）は、泣き、微笑、発声、視覚定位のよ

うな違隔的交渉手段は大人に接近していない時
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の乳児が大人に対する関心をしめす社会行動の

変数であるとしているが、今回の研究では、こ

れらの行動のうち微笑、発声、視覚定位は出現

頻度が少ないため15秒インターバル法の分析で

はダウン症児のアタッチメント行動を的確に現

しているとはいえなかった。ダウン症児が微笑、

泣き、発声などの母親の注意をひきつけるため

の情動反応が明確でないこと（Waters，197515〕）
、

から考えるとアタッチメント行動の指標を再検

討する必要があるだろう。
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Attachment Development of Down Syndrome 
Infants in a Strange Situation 

Yukie IKEDA and Kazumi NIITSU 

The purpose of this study is to clarify the characteristics of attachment development 

of Down syndrome infants by Ainsworth's situation method. Twelve infants Down 

syndrome (all 21 trisomy) were selected as subjects, 10 boys and 2 girls. A11 subjects 

were classified into three groups (1, II, 111) by chronological age. Means of 

chronological age (CA) and mental age (MA) of group I were 13,5 months and 7.7 

months respectively. Mean CA and MA of group 11 were 21.3 months and 1 3.9 months. 

And mean CA and MA of Group 111 were 27.5 months and 17.3 months. The Strange 

situation method ,was consisted of 8 episodes, all of which were recorded by VTR. 

Infants's behaviors of 8 episodes were categolized by crying, smiling, Iooking, 

vocalizing, contact and proximity seeking. 

It was analyzed that Down syndrome infants of group I showed the fear to stranger 

but no anxiety at mother separate episodes. These younger infants seemed to show some 

delay in the development of attachment. Three infants but Sub. 6 of group 11 showed 

the violent cry in the mother's absence, and they wanted to contact to mother and seeked 

to approach to mother at renuin episodes. Down syndrome of group 111 did not cry in 

the mother's absent episodes and showed high incidences of looking, vocalizing to 

mother . 

The results would be suggested that Down syndrome infants were behind the 

development in comparing with normal infants. 

Key Words : Strange Situation, Down syndrome, Attachment 
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