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The authors adopted finger pulse waves as a piece of biological data and used DUAL 

measurement to calculate mental flexibility (Largest Lyapunov Exponent: LLE) and 

autonomic nerve balance (Autonomic Nerve Balance: ANB). Indicating these two variables on 

biaxial graphs, we drew mental state maps of children in two setting: face to face and parallel. 

Subjects are child with autism disorder spectrum (Child A), a child whose parents do not have 

appropriate child caring attitude (Child B), a child believed to have attachment disorder (Child 

C), and controls. 

In the face-to-face setting, Child A shows a lethargic state of low LLE and low ANB or a 

maladapted state of high LLE. Child B shows maladaptive state at one time, which suggests 

over-disturbed. Child C has adaptive mental flexibility, but tends to be high-stressed. Controls 

have stable mental flexibility. 

     

Ⅰ. はじめに 

幼少期に親からの虐待やネグレクトを受け

たことによって、愛着が形成されないと、その

後の適切な人間関係が結べなくなり愛着障害

を発症することがある。1, 2) 愛着障害は基本的

な安全が脅かされる体験があり、愛着対象を

得られない状態である。養育者との愛着関係

が形成されないことによる障害であるといえ

る。愛着障害は、社会生活を送る私たちにとっ

て長きにわたる人生にさまざまな不幸と亀裂

をもたらす可能性が考えられる。 

本稿では、愛着障害の生体情報研究を紹介

する。研究目的は次の通りである。 

指尖脈波の測定により、愛着障害が考えられ

る子どもと日常生活を共にする担任保育教諭と

のコミュニケーション時における心の揺らぎと
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ストレスを数値化し、心の状態マップを作成す

ることで心の状態を視覚化する。また、愛着障

害が考えられる子どもと発達障害（自閉スペク

トラム症）をもつ子ども、そして、親の養育が

欠如する子どもの心の状態マップを描き、生体

情報から心の状態を検証する。 

 

Ⅱ. 愛着理論と愛着障害 

1) 愛着理論 

母子関係における愛着問題は、1960年代から

理論化されてきた。Bowlby, J. (1969) は、当初、

子どもが母親から分離したとき、なぜ身体的・

精神的な苦痛を覚えるのかを説明するために愛

着理論を展開した。乳児期と幼児期に注目した

後、Bowlby はその子どもの青年期と成人期に

注意を向けるようになる。3) 幼少時期の愛着形

成は、生涯にわたり続いていく体験となる。特

に、青年期は第二の分離個体化の力動的過程で

愛着は再び大きな意義をもつ。4) 

一般的に、最初、人は初期の愛着体験と共に、

自己イメージと他者イメージを発達させる。イ

メージは内的表象に関連し、個人の生活におけ

る安息の場となり、愛着の深化と拡大、そして、

心身の発達に影響することになる。 

Bowlby の研究に一時期携わった Ainsworth, 

M. S. は後に、「ストレンジ・シチュエーショ

ン法」という実験を用いて愛着のタイプ分けを

行った(Ainsworth and Bell, 1970) 。5) １歳前

後の子どもを対象とした、この実験のシナリオ

は次のようである。 

乳幼児と養育者との分離再会場面を観察し、

愛着タイプを分類する。愛着タイプには、安定

型・回避型・両価型の３タイプがある。  

後に、Main, M. and Morgan, H. (1996) は、

Ainsworth らのストレンジ・シチュエーション

法における愛着の古典的３分類にあてはまらな

い非統合型・失見当型愛着行動（D型愛着行動）

を報告する。6) Main and Morgan は、このタ

イプの子どもたちの状態が、解離状態に類似し

ていることを指摘した。このタイプの行動を示

す子どもの親には、親側の怯えた行動と子ども

を脅かす行動がみられる。親の行動や子どもの

行動は、愛着の内的作業モデルが関係する。内

的作業モデルとは、愛着に関連する多様な情報

の統合、あるいは、注意、記憶、感情、行動な

どの体制化を進行させるための個人特有の心的

枠組みとして意識外において重要な機能を果た

すものである。7)          

また、内的作業モデルは、過去の相互作用か

ら作られ、養育者との具体的なやりとりだけで

はなく、自分を取り巻く世界や自分自身に関す

る抽象的で一般化された心的表象である。この

内的作業を使用して、周りの世界が解釈された

り、他者の行動を予測したり、自己の行動を計

画したりすると仮定されている。 

２）愛着障害とは 

今、学校・幼稚園・保育所で「愛着障害の子

どもや愛着問題を抱える子どもがいる」という

気づきが、急激に広がってきているという。愛

着障害や愛着に係る問題へのアプローチは、現

場で、愛着障害や愛着に係る問題とよく混同さ

れる発達障害と峻別し、子どもの状況に合った

適切な支援や指導が重要性である。 

例えば、「言うことを聞かないのに、文句や

要求ばかりする」「今までやってきた対応・指

導ではうまくいかない」「してはいけないこと

を注意すると、余計にその問題行動が増える」

「激しい暴力行為が突然起き、抑えても収まら

ない」など、教師も保護者も困っている現状が

みられる。8) 
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 こうした子どもを理解する視点に、愛着の問

題を抱える子どもや愛着障害という視点が必要

である。  

愛着とは、特定の人に対する情緒的絆のこと

で、子どもにとって恐怖や不安から守ってくれ

る安全基地機能、安心基地機能、探索基地機能

の３機能があるが、この絆が育っていない問題

が愛着の問題であり愛着障害である。9) 

DSM-5 では、愛着障害の診断名を「反応性ア

タッチメト障害/反応性愛着障害」と「脱抑制型

対人交流害」によって定義する。10) 

・「反応性アタッチメント障害/ 

反応性愛着障害」 

5 歳までに発症し、小児の対人関係のパター

ンが持続的に異常を示すことが特徴であり、そ

の異常は、情動障害を伴い、周囲の変化に反応

したものである(例：恐れや過度の警戒、同年代

の子どもとの対人交流の乏しさ、自分自身や他

人への攻撃性、みじめさ、ある例では成長不全)。

この症候群は両親によるひどい無視、虐待、ま

たは深刻な養育過誤の直接的な結果として起こ

るとみなされている。 

・「脱抑制型対人交流障害」 

5 歳までに発症し、周囲の環境が著しく変化し

ても持続する傾向を示す、異常な社会的機能の

特殊なパターンである。例えば、誰にでも無差

別に愛着行動を示したり注意を引こうとして見

境なく親しげな振舞いをするが、仲間と協調し

た対人交流は乏しく、環境によっては情動障害

や行動障害を伴ったりする。 

 診断では上記の障害名が使用されているが、

一般的にはそれよりも広い範囲を示し、さまざ

まな困った状態を全て指し示すことが多い。11)

不適切な係わりとは言えない親の養育を受けた

通常家庭の子どもにも愛着障害、愛着の問題を

抱える子どもが増えているといわれる。 

愛着に問題を抱える子どもの特徴として、人

に頼ることが苦手であり、辛いことがあっても

周囲の大人にうまく頼ることができない子ども、

その一方で、対人距離が近すぎるタイプがあり、

初めて出会った知らない大人にも警戒せずに近

づいたり、過剰になれなれしく言葉をかけたり、

ついて行ったりする情緒的に不安定な子どもも

いる。 

3) 愛着障害の支援や治療、そして、研究へ 

愛着障害や愛着の問題を抱える子どもを理解

した適切な支援をしていくことで、愛着修復に

繋げたいと考え、４タイプから構成される「愛

情の器」モデルが発案されている(2015)。12) そ

れは、(a)底が抜けていて愛情が貯まらないタイ

プ(ｂ)器がなく愛情が貯まらないタイプ(ｃ)愛

情を受け取る口が小さく閉じるタイプ(ｄ)安定

的な器があるタイプの４タイプである。 

 「愛情の器」モデルは、愛着障害、愛着の問

題を抱えている子どもが、感情の問題を抱えて

いることに気づかず、支援や指導する側が子ど

もの感情に期待してしまい、結果的に不適切な

支援となってしまうことに気づき、支援に活か

すためのモデルである。 

  また、大河原(2019)は、子育て困難は「人格

の問題ではなく過去の記憶の問題」であるとし

て、EMDR(Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing: 眼球運動による脱感作と再処理

法 )療法導入している。 13) EMDR は米国の

Shapiro, F.(1995/2001)により発表された。14) 

近年、乳幼児期の親子の「愛着」という重要

な関係性が、子どもの脳の発達に重大な影響を

与えるということに関するエビデンス（脳科学

研究）が示される時代になり、不適切な養育環

境が子どもの育ちに与える影響の重大性は、以

前にも増して、世界的視野の中で注目されるよ

うになった。15) 
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Ⅲ. 指尖脈波とは 

＜カオスと最大リアプノフ指数: Chaos & 

Largest Lyapunov Exponent : LLE＞ 

指尖脈波とは、心臓の拍動によって押し出さ

れた血液が身体をめぐって指先にたどり着き、

指先で感じられる拍動のことである。指尖脈波

は心拍に同調して周期的に変化するが、その周

期や振幅は常に不規則に変動している。また、

その不規則な変動も身体的、精神的な影響で変

化することがわかってきている。16） 

指先の脈波を測定することによって、心拍の

情報だけでなく中枢神経系や身体全体の情報を

波として測定することができる。これをカオス

解析すると求められる時系列の最大リアプノフ

指数が精神的免疫力と関係することが実証され

てきた。17） 

人間が健康を保つためには肉体的免疫力が重

要であるといわれる。また、精神的免疫力も人

間にとって非常に重要である。精神的免疫力は

自己を守り成長すること、そして、対人関係を

構築するうえで大変重要な指標であるが、個人

の精神的免疫力はさまざまな状態で変化する。

ダイナミックに変化させながら 自分をコント

ロールしているといえる。生体情報のダイナミ

ックリズムは、ランダムでなく 決定論的法則を

もつカオスである。 

カオス解析で得られる最大リアプノフ指数

(Largest Lyapunov Exponent: LLE )とは、近

接した２点から出発した二つの軌道がどのくら

い離れているかを測る尺度である。この軌道幅

の時間的な変動を数値にしたものがリアプノフ

指数であり、その最大値を最大リアプノフ指数

と呼ぶ。18) 

人間が精神的に健康な状態で生活するには、

環境や社会への外部適応力、心の柔軟性、自発

性、協調性などに関係する交感神経の適度な役

割と調和が重要であるが、この値が非線形解析

で求めた最大リアプノフ指数に関係する値であ

ることがわかってきた。つまり、アトラクター

の軌道の時系列的な変動を意味する最大リアプ

ノフ指数を「揺らぎ」と定義できる。そしてそ

れは心の状態をあらわしているといえる。19) 

＜自律神経バランス:  

Autonomic Nerve Balance: ANB＞ 

本研究で使用する指尖脈波測定器である

Lyspect 3.5 [Chaos Technology Research 

Laboratory]で ANB が測定できる。 

脈波は心拍の情報を持っている。従って、心

拍の周波数分析から得られる HF（ 0.15-

0.40Hz）, LF(0.04-.15Hz)の値を時系列による

グラフで表示し、これを用いて自律神経バラン

ス）ANB を算出する。 

ANB=10 B/ 3.5         

B=ln(LF)/ln(HF)  

測定時間は、データベースから参照する方法

は除き、周波数の積分を行うため 1分以上の測

定値が必要である。交感神経が高い状態が続く

と、ストレスが高くなり、メンタルに影響する

といわれている。副交感神経が、交感神経より

優位に働けば、体全体がゆったりとリラックス

した状態になる。 

＜心の状態マップ＞ 

LLE と ANB を 2軸にして表示すると、精神

健康状態をより明確に表示できる。Lyspect で

算出された LLE と ANB の値で、心の健康状態

がわかるようになっている。特に、他者との同

時測定により得られた値から、心の状態をリア

ル知ることができ、日常の支援や対応に使用で

きると考える。 

Fig. 1 は、筆者らが作成した心の状態マップ

ある。20) 
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Ⅳ. 愛着障害と指尖脈波 

筆者らは、2007年から主に子どもの心理学的

問題と脈波から得られた LLE に着目した研究

を行い、国内外で発表してきた。 

脈波研究①  

0 歳児から５歳児を対象にして、母親の子ど

もへの愛着と子どもの LLE との関連を検証した

研究では、母親の子どもへの愛着が深い場合、

子どもの LLE が高いことがわかった。子どもの

指尖脈波の波形によるカオス解析から得られる

LLE は母親の子どもへの愛着を知るためにも有

効であり、科学的な指標となりうると考えられ

た。21) 

脈波研究② 

耳朶脈波の測定により、母子関係の愛着関係

を検討した。最初に、母親と子ども、各自の耳

朶脈波を 1分間測定し、その直後 2人が対面し

た状態で耳朶脈波を測定した。対面時に LLEが

上がる子どもは愛着が低い傾向にあり、LLE が

下がる子どもは、母親の子どもへの愛着が高い

傾向にあった。22) 

脈波研究③ 

2 歳児 3 歳児を対象に子どもの行動特徴と

LLE の関連性を検証した。Withdrawn と

Developmental Abnormality の高さと LLE の

高さは有意に関連することがわかった。23) 

脈波研究④ 

大学生の自我発達上の危機状態と指尖脈波と

の関連性を検証した。青年期の自我発達上の危

機状態尺度; Ego Developmental Crisis State 

Scaleを使用した。「身体的疲労感」の得点を高

得点群と低得点群に区分し、LLE との関連性を

検証した結果、両群間に有意傾向を認めた。「身

体的疲労感」の得点が高い学生は、「身体的疲

労感」の得点が低い学生よりもリアプノフ指数

が有意に高かった。24) 

脈波研究➄ 

自閉スペクトラム症児の揺らぎ値、並びに揺

らぎ値の妥当性について検証した。自閉スペク

トラム症児の心の揺らぎ値(LLE)を検証するた

めに、担任保育教諭との DUAL測定を行った。健

常児と自閉スペクトラム症の子どもの揺らぎ値

を比較することにより、自閉スペクトラム症の

子どもの生体的特徴を知る手掛かりとした。自

閉スペクトラム症の子どもは健常児の子どもと

比較して、並行測定においても対面測定におい

ても、LLE が有意に高く情緒の揺らぎが大きい

と推測できた。25) 

脈波研究⑥ 

2018年には、子どもの行動特徴について、生

体情報である指尖脈波の測定により LLEとの関

係を検証した。子どもの行動特徴である「自閉

的行動」と「多動的行動」の合計点がそれぞれ

に高い子どもは、低い子どもよりも最大リアプ

ノフ指数が有意に高いことがわかった。26) 

脈波研究⑦ 

同じく 2018年には、愛着障害が疑われる子ど

も、親の養育の欠如が考えられる子ども、そし

て、自閉スペクトラム症の子どもの３人それぞ

れと担任保育教諭との指尖脈波の DUAL 測定を

縦断的（３歳児期と４歳児期）に行い、３分間

の測定から163ポイントでのLLEを重ね合わせ、

担任保育教諭と子どもとの心の見える化から心

の相互作用を検証した 26)。自閉スペクトラム症

には認められなかった心の相互作用だが、愛着

障害が疑われる子ども、親の養育の欠如が考え

られる子どもには担任保育教諭との間に心の相

互作用を認めた。27) 

以上の研究結果を踏まえ、愛着障害が考えら

れる子どもと担任保育教諭との DUAL 測定から

得られた子どものLLEとANBを２軸で表すこ
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とにより、子どもの心の状態がより明確に知る

ことができると考えられる。 

本調査・研究は、保護者のインフォームド・

コンセントに基づき実施した。 

 

Ⅴ. 研究方法 

研究１ 

1) 使用尺度 

子どもの行動特徴を測定する ために、「気に

なる子どもチェックリスト」を使用する(嶋

野, 2014) 28)。「気になる子どもチェクリス

トには「トラブル（反社会的行動）」「非社

会的行動」「自閉的行動」「多動的行動」の

４サブスケールがある。「トラブル（反社会

的行動）行動」は 12項目、「非社会的行動」

は 11項目、「自閉的行動」は 11項目、そし

て、「多動的行動」は 8項目で構成されてい

る。５＝たいへんあてはまる、４＝すこしあ

てはまる、３＝どちらともいえない、２＝あ

まりあてはまらない、１＝まったくあてはま

らない、の５件法で回答する。また、各サブ

スケールの合計点を求め、最高点との割合を

顕著率として計算する。嶋野は「顕著率が

50％以上は気になる行動特徴の目安となる」

としている。「気になる子どものチェックリ

スト」への回答は、担任保育教諭が行った。 

2) 研究期間 

研究期間は2017年６月～2019年６月である。

３歳児クラス時期からスタートし、４歳児ク

ラス時期、そして、５歳児クラス時期までの

３時期において縦断的に同園児を測定した。 

3) 測定対象児 

測定対象児は３歳児クラス 40名（男児 20名・

女児 20名）である。以後、同園児の 4歳児ク

ラス時と５歳児クラス時において、「気にな

る子どもチェックリスト」を担任保育教諭が

回答する。 

4) 測定場所 

兵庫県下にある認定こども園である。 

研究２ 

1) 測定ツール 

指尖脈波測定装置  (Lyspect 3.5 [Chaos 

Technology Research Laboratory]) を使用

する。室温は適温に保つ。左手第 2指の先に

カフを付け椅子に座った状態で開眼し、子ど

もとクラス担任保育教諭の DUAL 測定（二者

同時測定）を３分間行った。 

2) 指尖脈波の測定方法 

1回目: 並行測定；子どもと担任保育教諭が

横に並んで座る。 

2回目: 対面測定；子どもと担任保育教諭が

互いに向き合い右手で握手し、担任保育教諭

が子どもに話しかける。話しかける内容は、

「好きな食べ物は何ですか。」や「朝食は何

を食べてきましたか。」などである。「はい」

や「いいえ」で答えられない質問をした。 

3) 測定の対象児 

３歳児クラスの時に測定した「気になるこど

もチェックリスト」の得点により研究の対象

児を特定した。「気になるこどもチェックリ

スト」の４サブスケールのすべてにおいて高

得点であった子どもを選出した。その結果、

自閉スペクトラム症児１名、親の養育態度の

欠如が思われる児１名、そして、愛着障害が

疑われる児１名の合計３名となった。この３

名の子どもの５歳時の測定である。 

尚、親の養育の欠如が思われる児と愛着

障害が疑われる児の疑いの判断は、担任保

育教諭にこれらの児について行動の特徴や

友だちとの関係、そして、保護者の様子な

ど聞くことにより筆者らが行った。 
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4) 測定の時期 

測定の時期は、2019年４月～６月である。 

5）測定の場所 

兵庫県下の認定こども園である。測定に使用

した部屋は、測定対象児１名と測定対象者

（担任保育教諭）、そして、測定者(筆者)の

３名で行い、子どもが落ち着ける環境を設定

した。 

 

Ⅵ. 結果と考察 

研究①で子どもの行動特徴を評価した結果、

愛着障害が疑われる子ども（C 児）の行動特徴

を Fig. 2に示した。トラブル行動・非社会的行

動・自閉的行動・多動的行動の４側面から３歳

時、４歳時、そして、５歳時の３期にわたり縦

断的に評価した。 

C 児の３時期を比較すると、５歳児期になる

と自閉的行動と多動的行動は落ち着いてきてい

るといえるが、トラブル行動と非社会的行動の

評価点が５歳時に高くなった項目がみられる。 

[トラブル行動項目] 

A4：言葉より手足がすぐ出て人を叩く 

A8：物を叩く、壊す、乱暴に扱う 

A12：周りの人や物に対していたずらを 

する 

[非社会的行動項目] 

B3：あまりしゃべらない 

B10:呼ばれても反応がない 

これらの結果から、C 児は年相応の情緒的な

発達がみられず、自分の気持ちや意思を持ちな

がらも言語での表現が困難であるといえる。 

研究②による生体情報から得られた C 児の状

況を検証する。 

先ず、C 児と担任保育教諭との並行測定時と

対面測定時の心の状態マップを比較する(Fig. 3, 

4)。並行測定時においても、対面測定時におい

ても心の揺らぎは大きくストレスが高い状態に

ある。愛着障が考えられる子どもは、他者と並

んで座っていても向き合って座っていても心の

状態が変化するものではなく、常時、不安定で

ストレスが高い状況にある。心の状態マップか

らみると、気が張りすぎているといえる。特定

の場面だけで緊張する場面緊張ではなく、日常

的に気が張り詰めているといえる。 

また、親の養育の欠如が考えられる子どもの

心の状態は、並行測定時よりも対面測定時の方

が気が緩む傾向にある。対面時に気が緩む理由

として、担任保育教諭と向き合うことの安心感

と柔らかな表情で自分に語り掛けられる安心感

が関係すると考える。 

自閉スペクトラム症の子どもの場合は、並行

測定時よりも対面測定時に気が張り過ぎる傾向

がみられる。他者と向き合う状況が自閉スペク

トラム症をもつ子どもの心に緊張を抱かせると

推測する。 

カテゴリー別に LLEの並行測定時と対面測定

時を比較すると、愛着障害が疑われる子どもの

LLE は大きくは変わらない。親の養育の欠如が

疑われる子どもの LLE は並行測定時よりも対面

測定時が低くなる。対面測定時には、心の揺ら

ぎが落ち着くといえる。 

自閉スペクトラム症である子どもには大きな

変化が認められなかった(Fig. 5, 6)。 

次に、ANB の並行測定時と対面測定時をカテ

ゴリー別に比較すると、愛着障害が考えられる

子どもは、並行測定時よりも対面測定時の方が

高くなる傾向にある。他者と対面する緊張感で

あり話しかけられる緊張感が考えられる。自閉

症スペクトラム症である子どもは、並行測定時

には低い緊張が対面測定時には高くなる傾向に

あることがわかった(Fig. 7, 8)。 
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Ⅶ. おわりに 

指尖脈波から得られたLLEとANBを２軸に

とり、愛着障害が考えられる子どもの心の状態

をマップで表した。 

愛着障害は先天的な障害ではなく、養育者と

の間で愛着が育めなかったという後天的な障害

である。その愛着障害に関与する心の揺らぎと

ストレスの関係を心の状態マップで知ることは、

子どもの心を知る一端となり得る。 

本研究で愛着障害が考えられる子どもは、常

に、気が張りすぎている子どもであると考えら

れ、その状況の理解と対応が急がれる。 

今後、本研究結果をより確かなものとするた

めに、愛着障害の子どもと愛着障害の大人の

DUAL 測定による多くの指尖脈波のデータの

収集が必要となる。愛着障害と指尖脈波に関す

る研究を深化させ、生体情報からみた愛着障害

についての理論化を構築したいと考えている。 
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Fig.3 並行測定時の心の状態マップ Fig.4 対面測定時の心の状態マップ 

A児● B児〇  C児▲ 対照群＊  

Fig.5 カテゴリー別 LLEの比較（並行時） Fig.6 カテゴリー別 LLEの比較（対面時） 

A児● B児〇  C児▲ 対照群＊  

Fig.7 カテゴリー別 ANBの比較(並行時) Fig.8 カテゴリー別 ANBの比較(対面時） 

A児● B児〇  C児▲ 対照群＊  


