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研究成果の概要（和文）：本研究は、平成27年に開始され30年3月に終了した。研究目的は、児童期における社
会的行動を目標変数とし、①児童期後期の心理・社会的要因に関する、質問紙調査・行動観察、②心理的ストレ
スに関係する遺伝子解析、③アウトカムとしての児童期後期の社会性と諸要因との関係解明、④社会性の形成過
程についての発達モデルの構築、⑤データセットの共同利用のためのプラットフォーム構築、の5点について検
討された。

研究成果の概要（英文）：This research began in 2016 and ended in March 2018. The purpose of this
research is as follows. ① Collecting the data by Interview and observation of social behavior
related to children's social adaptability. ② Analyzing the relationship between socialization of
children collected in early childhood and previous psychological parameters. ③ Collection of saliva
DNA for analysis of glucocorticoid receptor (GR) and analysis of stress effects of children. ④ We
propose a development model for socialization formation. ⑤ Creating a data set to share Japanese
researchers.
The results showed that the relevant factors for social behavior are not linearly related to each
other, but discontinuity related.
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１． 研究開始当初の背景
子どもの発達は、個体要因と環境要因の相
互作用によると考えられる（Sameroff,1975;
Ford and Lerner,1992 など）が、実証的にこ
れらを検証することは容易ではない。本研究
チームでは、生後 4 ヶ月から、社会経済的指
標（SES）、両親の養育態度等の対象児の環
境要因、心身発達についての質問紙調査に加
えて、観察室における母子相互作用場面の画
像記録情報を含めた総合的な情報蓄積を行
ってきた。また、幼児期の行動については母
親による評価だけでなく、保育園・幼稚園に
おける行動についての保育士・教員による評
価を加え、評定の妥当性と信頼性を担保して
いる。アウトカムは、仲間関係などの子ども
同士の対人的なスキルが重要となる児童期
後期の社会性である。縦断研究によりこれま
で蓄積されてきた要因との関係を解明する
ことを目的とした。
本研究は大きく 2 つの学術的背景を持って
いる。1 つは、子どもの発達過程の解明に関
する世界的なコホート研究重視の流れであ
る。我が国では心理社会的行動をアウトカム
として、エクスポージャー要因を組織的に測
定している比較的大規模な誕生時からの縦
断的研究は見られない。本研究は、これまで
継続されてきた三重県と兵庫県のコホート
データに、免疫などの生物学的情報を加え、
社会性発達における心理的・社会的要因と生
物学的要因の関係解明を行うものである。発
達心理学の視点からの、領域架橋型の国際的
にも意味のあるコホート研究が展開された。
本研究の第 2 の学術的背景として、発達理論
の再構築の流れがある。先に述べたように、
今日では、発達的変化が何によって作り出さ
れるのかについて、極端な遺伝論、環境論は
見られなくなり、個体発達が遺伝的要因と環
境要因との相互作用によって展開するとす
る考え方が主流である。しかし、それらを実
証的に検証している研究は多くない。我々の
研究グループでは、Waddington（1957）の
発達モデルを基礎とした Thelen and Smith
（2003）のダイナミックシステム理論に基づ
く機能間の多層的相互作用説を理論的柱と
して検討した。
２． 研究の目的
本コホート研究は、児童期における社会性
をアウトカムに、乳幼児期からの生活環境、
子どもの発達、母子関係、仲間関係などの、
個体・環境要因をエクスポージャーとして、
社会性の形成過程の解明とその発達モデル
の構築を目的としている。
今回の研究の目的は、大きく①児童期後期
の心理・社会的要因に関する、個体要因、環
境要因に関する調査・面接の実施、②心理的
ストレスに関係するグルココルチコイド受
容体を測定するためのサンプリング、③アウ
トカムとしての児童期後期の社会性と諸要
因との遡及的・前方視的関係解明、④社会性

の形成過程についての発達モデルの構築、⑤
データセットの共同利用のためのプラット
フォーム構築、の 5 点である。
３． 研究の方法
本研究の対象は、これまでのコホート研究
の対象者約 180 組である（三重県：すくすく
コホート三重、兵庫県：武庫川チャイルドス
タディ）。パネル調査に関しては、明らかな
離脱者を除く全協力者に対し、郵送による質
問票調査が毎年 3 学期に計画された。また、
中学 1 年生の 1 学期にも、環境の変化を受け
て学校適応などの調査が計画された。
調査内容は、これまでのパネル項目に加え
て、協力者が思春期に近づいてきたため、身
体の変化、反社会的な行動、携帯電話の使用
といった項目が追加された。また、思春期に
は親からの影響を見つめなおす時期になる。
その変化を今後追っていくために、世代間伝
達の項目群が追加された。
生化学的調査は、すくすくコホート三重に
おいて実施された。小学校 5 年生時に唾液の
提供を受け、グルココルチコイド受容体遺伝
子のエピジェネティックス異常を解析され
た。また、武庫川チャイルドスタディでは、
実験室来室時に唾液を採取、その後、自宅で
起床後に採取が依頼された（3 回）
。これら 4
回の値の変動については、各協力者に個別の
結果票が作成され送付された。
これらの調査・解析は、これまでと同様、
三重中央医療センター臨床研究部、武庫川女
子大学子ども発達科学研究センターで実施
された。すべて、研究の趣旨・方法等を文書
により説明し、保護者からの同意と、保護者
による代諾を得て実施された。また最終年度、
中学 1 年生になる協力児には、本コホート研
究全体を説明した子ども向けの文書を配布
した。それぞれに寄せられた発達相談につい
ては、その都度文面、電話または面談により
対応した。
得られたデータは、すべて二重匿名化され、
入力・データクリーニング等の作業が行われ
た。データセット完成後、各研究者の依頼を
受けて武庫川女子大学子ども発達科学研究
センターが必要データを CD−ROM に複製、
送付を行った。
本研究に関する倫理審査は、武庫川女子大
学倫理委員会および三重中央医療センター
倫理委員会においてなされ、ともに承認され
ている。
４． 研究成果
目的に沿って、研究ユニットが組まれた。
各研究ユニットの成果を示した。
（1）心理・社会的環境要因調査ユニット
これまでのパネル変数と、新たに加わった
前思春期の項目群、世代間伝達の項目群等が
準備された。すくすくコホート三重の先発コ
ホートでは、最終年度に中学校入学という節

目の年を迎え 1 学期に中学校生活への適応に
関する調査を実施した。
今回、小学校 2 年生から中学 1 年生までの
調査が順調に実施され、回収された。
全体の返送率（
〔返送数〕／〔
（離脱・住所
不明等除く）発送数〕×100）は、91％と高く、
協力者との関係は良好に保たれている。詳細
は Table の通りである。
Table 2015年度から2017年度のパネル調査返送率詳細
発送数
すくすく
コホート
三重

武庫川
チャイルド
スタディ

返送数

返送率

2015年度

129

123

95%

2016年度

129

110

85%

2017年度

127

110

87%

2015年度

48

47

98%

2016年度

46

44

96%

2017年度

46

44

96%

これらの調査結果は、データクリーニング
が完了し、学年ごとのデータセットが揃った
時点で分析可能になる。小学校 2 年生、3 年
生はすべてのデータセットが完成した。4 年
生以降については（最終年度 3 学期に実施の
ため）、順次データクリーニングを実施して
いる。
（2）生物学的要因の解明ユニット
ヒトの脳は生まれてからも思春期頃まで
発達を続けるが、発達の過程で環境や栄養等
の外的要因がストレスとなって遺伝子をコ
ントロールする役割を持ったタンパク質の
産生を邪魔することがある。これは、ストレ
スに対する生体の反応系（視床下部一下垂体
一副腎皮質（HPA）系）機能充進などとして
顕現するとされているが、原因としてグルコ
コルチコイド受容体（GR）の発現低下が考
えられている。ヒトでは幼小児期に PTSD の
既往があると GR 遺伝子のプロモーター領域
（NR3C1）のメチル化が多くなることが報告
されている。メチル化は、遺伝子そのものを
変えてしまうのではなく遺伝子の設計図を
読み取る時に助けたり邪魔したりする仕組
みであり、ストレスが遺伝子に残した痕跡と
もいえるものである。
すくすくコホート三重の協力者を対象と
したストレスの存在確認研究は、生化学的サ
ンプリングを行い、グルココルチコイド受容
体遺伝子（ＮＲ3Ｃ1）のエクソン 1Ｆ及びプ
ロモーター領域のメチル化測定を行った。解
析は継続中であるが、分析が終了した協力者
の結果から、当該箇所に高率のメチル化が観
察されたケースが 1 例見出されている。これ
についての遡及的検討を行うのは、2018 年
度の課題である。
また、武庫川チャイルドスタディにおける
生物学的要因に関する調査は、観察室及び自
宅で日内周期を考慮した唾液採取を実施し
た。主にアミラーゼ・コルチゾールと行動指

標との関係性の分析が進められている。
（3）児童期後期の社会性と諸要因との遡及
的・前方視的関係解明ユニット
今回測定された社会性に関する諸指標と
蓄積された各要因との関係性を探索的に検
討した。幼児期の自己抑制の結果と、小学校
のクラス適応に関する検討では、男子では、
小学校のクラス適応にほとんど関連が見ら
れなかったのに対し、女子では、6 歳時点で
の自己抑制結果、特に先生に対してわがまま
を抑制できるということが、小学校 3 年生、
4 年生、5 年生の学校生活における満足やク
ラスからの承認に影響していることが示さ
れた。5 歳児の自己抑制結果とは関連が見ら
れなかったことから、女児にとって、5 歳か
ら 6 歳にかけて、集団生活での対人的な抑制
を身に付けることは、その後の小学校での適
応をスムーズにするために重要であると考
えらえる。
（4）社会性の形成過程のモデル構築ユニッ
ト
これまでに蓄積されたデータにより、モデ
ル構築を行った。
発達検査である KIDS-A から C において共
通する領域である運動、操作、理解言語、表
出言語、社会性（対成人）の 5 領域による交
差遅延効果モデル分析をおこなった。分析に
おいては、完全情報最尤法を用いている。各
測定時において各領域間の全てに誤差相関
を仮定した交差遅延効果モデル分析を行っ
た結果、Figure に示した結果が得られた（誤
差項と誤差相関は省略し、有意なパスのみ示
している）
。

Figure 4 時点での交差遅延効果モデルの分析結果
note：χ2（76）= 92.205, p =.100; CFI =.992; RMSEA =.022

対成人社会性においては、9 ヵ月から 30
ヵ月の間で運動と言語理解を通した循環的
因果関係が見られ、その発達が他の領域の発
達から影響されると言える。しかし、42 ヵ月
ではどの領域からの遅延効果も有意ではな
かった。30 ヵ月時以降からの対成人社会性で
は、個人内の発達よりも社会的な環境変数に
よる予測や非線形的モデルからの検討の方
が有用なのではないかと考えられる。
この結果は、多要因の相互関係からなるシス
テムとしての発達モデルの存在を示唆する
ものであると考えられる。問題のところで引
用された、サメロフの発達モデル

（Sameroff,1975）は、個体と環境の相互作
用を連鎖としてのシステムでとらえようと
していたが、本グループの研究結果は、この
連鎖に非連続的な移行ポイントの存在を示
唆するものであった。このような構造的な変
化の枠組みは、系統的な追跡研究のみが可能
にするものであり、従来の発達モデルを改変
する一つの視点となりうると考えている。
（5）データセットの構築と共同利用
上記のパネルデータは、乳幼児期の母子相
互作用場面の継続的な動画データを含む構
造的な調査情報を有しており、中学校に達す
るデータが蓄積されてきた。この規模の研究
としてはわが国では貴重なデータセットで
ある。本研究では、これらデータの共同利用
を進める。米国では、電子データ共有が進ん
でいる。今後提携も視野に入れながら、デー
タブックの整理を進める。
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