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１．はじめに 

 近年、保育所や幼稚園で「気になる」子ども

への関心が高まっている。その状況と関連する

ように、「気になる」子どもに関する論文が増加

している。これらの状況は、保育所や幼稚園で

の集団生活において「気になる」子どもへの対

応が求められ、調査や実証的研究が必要とされ

ていることであると考えられる。 

本研究は、「気になる」子どもの状況にについ

て、二つの側面から考えていく。一つ目は、母

と子の愛着関係が問題となる「気になる」子ど

もの母子関係について、先行研究に基づき考え

る。二つ目は、発達障害であると診断はされて

いないが、発達障害が疑われる「気になる」子

どもについてであり、或いは、発達障害のよう

な行動様式をとる「気になる」子どもについて

考える。 

二つ目の側面からは、子どもの行動特徴を評

価するチェックリストを使用し、子どもの行動

特徴と生体情報である指尖脈波の測定結果との

関連性を実証的に追究する。 

 

＜「気になる」子どもが示す愛着問題＞ 

 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)1) 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。Bowlby による

と、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。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、愛着の発

達へと導いていく。 

Muller, M. E. (1993）2) は、女性自身の早期

愛着体験から始まり、女性が成人して妊娠し、

自身の胎児への愛着までを愛着モデルとして提

唱した。愛着モデルのプロセスは、早期愛着体
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験が家族との愛着体験に広がり、友だちへの愛

着、そしてパートナーへの愛着というように愛

着が拡大し深化していく。パートナーへの愛着

は妊娠期への適応をもたらし、その適応が胎児

への愛着を育む、と仮定した。 

 Muller の仮説は、母親自身の愛着体験が我が

子への愛着に影響するという愛着の世代間伝達

であり、愛着の循環論である。安定した愛着体

験をもつ母親は、我が子との間でも安定した愛

着を展開させやすい。母親の胎児への愛着は、

他のことでは変わり得ない母と子の情緒的関係

である(Muller, M. E., 1990）3) 

  そして、出生前の愛着が深ければ深いほど、

生後の愛着が深くなると予想した研究者がいる 

(Cranly, M. S., 1981)4) 。実際に出生前と出生

後の愛着の実証的研究を求められた Cranly は

Maternal Fetal Attachment Scale (MFAS)を

作成し、母親の胎児への愛着の測定を可能にし

た。Fuller, J. R. (1990)5) は、Cranly が作成し

た MFAS を使用し、出生前の愛着と生後の愛着

の関連性を見出した。 

 また Muller は、母親の人格特性が、母親と胎

児への愛着、更に、生後の子どもの愛着形成に

影響すると考えた。Muller は先行研究を踏まえ、

1993 年に独自の出生前の愛着質問紙(Prenatal 

Attachment Inventory: PAI)を開発した 2)。PAI

は一次元で測定し、妥当性と信頼性は立証され

ている。また、Muller は、PAI を繰り返し使用

することが、妥当性と信頼性の信憑性を問うこ

とになるという。Muller は、母親の子どもへの

愛着を出生前から捉え、人生のはじまりである

胎児期からの愛着研究を深めた。 

 引き続き Muller は、出生後の愛着質問紙

(The Maternal Attachment Inventory: MAI)

を開発する６）。MAI の妥当性と信頼性は

Muller により確認された。MAI は誕生後の母

子関係における母親の情緒を測定する。母親の

情緒の測定は、母親の子どもへの愛着行動の推

測も可能にする(Muller)６）。 

そして、Muller(1994)は自身の研究結果にお

いて、PAI と MAI に中程度の相関(r=0.41, 

p<.001) を見出した。これは出生前から、胎児

に対する母親の愛着の必要性を示唆しており、

母親と子どもとの愛着の深まりが重要であると

される中、出生前からの愛着に関する研究が必

要とされ求められるといえる。 

更には、Muller は多くの研究者が研究を繰り

返すことに加え、二つの領域での研究の必要性

を述べた。その一つは、出生前の愛着研究の足

跡を残すことであり、もう一つは、母親の特性

を含め、子どもの愛着に影響する全ての要因（例

えば、パートナーとの満足度、子どもの気質、

そして、女性の社会的役割など）との関連から

愛着研究を行うことである。 

時代を新しくして、早期母子関係の理論化と

母子の愛着関係を子ども側と母親側から測定す

る尺度が開発された。 

大河原ら(2010)7)は、きれる子どもや落ち着き

のない子どもの増加、いじめをする子どもの問

題、一部の不登校や心身症や学級崩壊などの問

題の根底には、感情制御の発達不全の問題があ

ること指摘し、感情制御の発達不全の症状形成

の仮説モデルを提示した。 

幼児期におけるコミュニケーション不全は、

愛着システム不全を引き起こし、感情制御にま

つわる脳機能の発達に直接的な影響を及ぼす可

能性があると考えた。愛着システム不全に基づ

く、子どもの感情制御の発達不全の症状形成モ

デルを提示した大河原らは、幼児の感情制御の

発達不全評価尺度を作成した (2011)8)。感情制

御の発達不全とは、ネガティヴ感情を自己に統

合することができないために感情制御が困難に

なっている状態であり、その機制として「解

離」が頻繁に使用されるところにその特徴をも

つ発達形式である。怒り、悲しみ、不安、恐怖

などのネガティヴ感情を解離させることで適応

する発達のプロセスは、一時的に大人の期待に

応える適応を実現するものの、いずれかの時点

でネガティヴ感情制御に困難をきたし、さまざ

まな問題行動や症状を呈することになる。 
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 幼児の感情制御の発達不全評価尺度の作成に

あたっては、151 名の保育士を対象に予備調査

を行い、正常発達を逸脱していると思われる記

述を抽出し、その特徴を感情制御の発達に関す

る理論的背景をふまえて質的に分析している。 

その結果、過覚醒反応と解離反応の両面を示

している姿、解離反応が顕著な姿、過覚醒反応

が顕著な姿、反応性愛着障害の典型症状、発達

障害の疑いを示した記述に分類された。これら

をまとめ、質問項目 45 項目を選定した。 

 質問項目 45項目の信頼性と妥当性を検証し、

これらを３歳児健診に訪れた315名の母親を対

象に質問紙調査を実施した。回答を因子分析し

た結果、２因子を抽出している。「過覚醒行動」

と「解離様式による二面性行動」である。 

 鈴木らは、大河原らの研究に対応させるべく、

母子の愛着システム不全評価と尺度を作成する

(2015)10)11)。愛着は、子どもと母親の相互関係か

ら構築されるものであり、子ども側からだけで

はなく、母親の子どもへの気持ち（意識）を聞

くことが大切である。 

鈴木らは、尺度作成のための予備調査を質的

に分析し、尺度項目を選定した。はじめに、こ

れまでの愛着概念に関する先行研究をレビュー

し、愛着不全の仮説モデルの位置づけを行って

いる。 

―愛着概念をめぐるこれまでの 

心理学研究の外観―  

・Ainsworth, M. S. らが開発した、乳幼児と

養育者との分離再会場面を観察し、愛着タイプ

を分類するストレンジシチュエーション法（新

規場面法）安定型・回避型・両価型の３タイプ

がある 12)。 後に、Main, M & Morgan, H. 

は、Ainsworth, M. S. 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 13) 。 Main, M & 

Morgan, H. 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。 

・内的作業モデルに関する研究 

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（遠藤利彦）14)。内的作業モ

デルは、具体的な経験を通して有するに至る

(Bowlby)15)。 

・情動制御システムとしての愛着研究 

乳幼児と母との間の情動律動による最初の愛着

関係の構築に立ち返ると、愛着の情動制御機能

にこそ注目する必要がある。Sroufe, L. A. は愛

着機能を情動調節の観点から捉え、生後２年目

までの養育者とのやり取りが子どもの情動調節

に重要な役割を果たしていることを示唆した

16) 。 

・愛着システム不全の仮説モデル 

大河原は、情動制御の脳機能の発達の視点から、

愛着システム「負情動制御システム」と捉え、

愛着システム不全の仮説モデルを提示した。こ

れまでの愛着研究の多くが子どもの側に起こっ

ていることを対象としてきたものだったのに対

して、大河原の仮説では愛着システムとしての

母子相互作用に着目し、母の側に生じる負情動

に注目している点に特徴がある。 

 以上の観点から、鈴木らは母子の愛着システ

ム不全評価尺度を作成する。 

 調査協力者は、２ー３歳の子どもをもつ 201

名の母親である。調査内容は、「授乳、卒乳、

断乳、離乳食、睡眠、排泄、遊び、その他の場

面」において、「困ったこと、困った場面、お

子さんの困った行動」について「できるだけ具

体的なエピソードと母親の気持ち」を自由に記

述することを求めた。 

 質的分析は、大河原の愛着システム不全の仮

説モデルに基づいて行った。自由記述を概観す

ると、子どもの泣きに対して、母が「いらだつ」

傾向と、逆に「おびえる」傾向にあることが読



辻野順子, 田靡みつ子, 福井 孝, 林 孝美, 木原 裕  

み取られた。そこで、「いらだちタイプ」「おび

えタイプ」いずれにもあてはまらないものを「中

立タイプ」に分類した。 

 そしてまず、18 項目を愛着システム不全尺度

として選定した。因子分析等を行い、妥当性と

信頼性を検証した後、下位尺度である「認知に

おける混乱」「機能における混乱」「情動におけ

る混乱」のそれぞれが４項目から構成され、12

項目からな尺度を開発した。 

 母と子が日々の細やかなやり取りの中で愛着

が育まれていく。乳幼児期からの母子関係にお

ける愛着の重要性を質問紙等で問うことは、「気

になる」子どもの早期発見と社会的なサポート

に繋がり易くする。 

 

＜発達障害からみる 

「気になる」子どもの行動特徴＞ 

 次に、発達障害の側面から「気になる」子ど

もたちについて考える。 

「気になる」子どもの定義について、本郷ら

(2004)は、「調査時点では何らかの障害があると

は認定されていないが、保育者にとって保育が

難しいと考えられている子ども」としている 17)。

石井（2006）は、「気がかりな子」について、「発

達障害や、未診断ながらその可能性がある児童」

ととらえる 18)。 

嶋野(2007)は、一般的に「気になる」子ども

の多くは軽度発達障害のある子どもの行動特徴

と共通点が多いのも確かである 19)、という。 

「軽度発達障害」という用語について、厚生

労働省は次のように説明している 20)。『WHO

（世界保健機構）が出している ICD-10 や米国

精神医学会が出している DSM-VI（現在 DSM-

Ⅴ）といった診断の手引き書で定義されたもの

ではない。教育的な用語としては特別支援教育

のなかで新たに取り入れられた枠組みを示す用

語、あるいは通常学級に在籍している発達障害

という意味に相当するのではないかと思われ

る。』用語「軽度発達障害」に確定される定義は

ないが、社会的な共通認識は存在するようであ

る。 

嶋野は、「気になる子どものチェックリスト」

を作成するにあたり、短大生がとらえた「気に

なる」子どもの調査分析を行った 19)。その結果

に基づき質問紙を構成し、幼稚園教諭に回答を

求めた。381 名の回答について因子分析を行い、

４因子を抽出している。気になる行動特徴とし

て、「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因子である。

これらの４因子は発達障害の側面から子どもの

行動を検討し、チェックリストを作成している

21)。そして幼稚園での事例研究結果を報告して

いる 22) 

発達障害の中でも、保育所や幼稚園には自閉

症スペクトラム児の存在が目立つ。自閉症スペ

クトラム児の障害特有の３つの特徴は、①社会

性の障害」②「ことば・コミュニケーションの

障害」③「興味の限定や特定の事象へのこだわ

り」を挙げることができる。 

本研究は、特に、②「ことば・コミュニケー

ションの障害」の視点から、子どものコミュニ

ケーションの問題を意識し、生体情報である指

尖脈波かの測定を担任保育教諭との DUAL 測定

とした。子どもと担任保育教諭の相互関係から

得られる最大のリアプノフ指数と子どもの行動

特徴との関連性を検証した。 

 

＜カオスと最大リアプノフ指数＞ 

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 23）。 

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 24）。 
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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 25)。 

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 26）。そしてそれは心の状態をあら

わしているといえる 27)。 

 本研究はカオス理論を使用し、子どもの行動特

徴と生体情報との関連性を DUAL 測定により追究

するものである。 

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。 

  

 

２．方法 

1. 測定期間 

2017 年 11 月 30 日(木)・12 月１日(金)・ 

12 月 7 日（木）の３日間 

2. 測定場所 

兵庫県下にある認定こども園 

3. 対象児（者） 

測定対象児は３歳児クラスに在籍する 45名で

ある。その内、適切に測定ができた 40 名のデ

ータ（男児 20 名・女児 20 名）を使用する。

そして、３歳児クラス担任の保育教諭（女性）

が、各園児の同時測定者である。 

4. 調査・研究用具 

1) 指尖脈波測定装置  (Lyspect 3.5 [Chaos 

Technology Research Laboratory]) を使用す

る。室温は適温に保たれていた。左手第 2 指の

先にカフを付け椅思の子に座った 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１分間行った。 

2) 気になる子どもチェックリスト 19) 

気になる子どもチェックリストは嶋野 (2014）

が作成した。「気になる」子どもがいたという 322名

の担任教師の調査をもとに、因子分析を行ってい

る。その結果、「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因子

が見出された。この４因子をもとに４つの下位尺度

からなる幼稚園で活用できる「気になる子どもチェ

ックリスト」を作成した。  

「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、各下位尺度の合計点を求め、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」という。 

 

5. 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。 
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３．結果と考察 

データの解析は統計分析ソフト JMP(SAS

社)を使用した。データ解析を行った内容は以下

の通りである。 

 

＜検証内容＞ 

1) 子どもの行動特徴（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）

と最大リアプノフ指数（並行時と対面時）との

関連性を知るために、相関係数を求める。 

2）子どもの行動特徴である４つの下位尺度を

各下位尺度の顕著率で表し、高群と低群に区分

した。そして、最大リアプノフ指数（並行測定・

対面測定）の関連性を知るために、最大リアプ

ノフ指数の平均値の差の検定を行った。検定方

法は、母集団分布に関して，正規分布などのあ

る特定の分布を仮定しないで統計的検定を行

う方法である Wilcoxon 検定(ノンパラメトリ

ック法) を使用した。 

3) 並行測定時と対面測定時の最大リアプノフ

指数の変化を検証するために、両測定の最大リ

アプノフ指数を対応させ検定を行った。子ども

と担任保育教諭において、それぞれに検定を行

う。 

 

＜検証の結果と考察＞ 

表１は、子どもの行動特徴である４下位尺度

の合計点の平均値(SD)と合計点の範囲を示し

ている。 

最大リアプノフ指数（並行測定と対面測定）

と気になる行動特徴の４下位尺度（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）との関連性を検証するために、相関係

数を求めた（表２）。 

結果は、並行測定の最大リアプノフ指数と子

どもの行動特徴の４変数には相関が認められな  

かったが、対面測定の最大リアプノフ指数と気

になる行動特徴であるトラブル（反社会的行動）、

自閉的行動、そして、多動的行動に有意な相関

を認めた。対面測定の最大リアプノフ指数は、

トラブル（反社会的行動）、自閉的行動、そして、

多動的行動と関連する。それぞれに、正の相関

を認めており、トラブル（反社会的行動）、自閉

的行動、そして、多動的行動の合計点が高いと

最大リアプノフ指数も高いといえる。 

特に、自閉的行動と多動的行動の合計点は対

面測定の最大リアプノフ指数に関係する。従っ

て、「自閉的行動」や「多動的行動」の高さは、

担任保育教諭と対面し握手をした時に、最大リ

アプノフ指数が高くなる、即ち、心の揺らぎが

大きくなると考えられる。また、担任保育教諭

が子どもに話しかけており、この話しかけが子

どもの心の揺らぎを大きくしていると考えるこ

ともできる。どちらにしても、心の揺らぎは、

その時の状況や状態に適応しようとして揺らぐ

生体反応である。 

更に、気になる行動特徴である４下位尺度を

高群と低群に区分した（表３）。分析の対象にし

た子ども 40 名の半数を高群とし、そして、残り

の半数を低群とした（同合計点により変数の人

数に差異がある）。 

そして、表２に、高群と低群の合計点の範囲

と顕著率の範囲を示した。顕著率が 50％以上で

ある場合には問題がある（嶋野）21)とした。 

気になる行動特徴の４変数を高群と低群の区

分し、それぞれの下位尺度について、並行測定、

並びに、対面測定の最大リアプノフ指数の平均

値差の検定を行った。 

検定結果は、４下位尺度はそれぞれに、並行

測の最大リアプノフ指数に有意な差を認められ

なかったが、対面測定の最大リアプノフ指数に

ついては、２つの下位尺度に有意な差が認めた。

それは、「自閉的行動」と「多動的行動」である。

「自閉的行動」と「多動的行動」の高群と低群

による最大リアプノフ指数の有意差検定は、高

群が低群よりも高いという有意差を認めた（表

４, 図１と図２参照）。  

表１の相関係数は、0.87(p<.01)を示しており、

「自閉的行動」と「多動的行動」の関連性は高

いといえる。「気になる」子どもチェックリスト
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における「自的行動」は、（C4 自分の世界に入

っている）や（C8 ルールが分からない）など、

他 の子どもとの協調性を問う項 

目であり、協調性のなさは、「多動的行動」の項

目である（D1 よく廊下、外に出たがる）や（D2 

椅子に座っていられない）に通じる。「自閉的行

動」と「多動的行動」は互いに関連し合い、影

響するといえる。 

図３は、「自閉的行動」と「多動的行動」の両

下位尺度が低群である子どもと担任保育教諭の

DUAL 測定の１分間の変化を表している。子ど

もに最大リアプノフ指数の変化は、担任保育教

諭の最大リアプノフ指数の変化に沿うように変

動し、最後は、子どもの最大リアプノフ指数が

低くなる。 

一方、図４は、「自閉的行動」と「多動的行動」

の両下位尺度が高群である子どもと担任保育教

諭の DUAL 測定の１分間の変化を表している。

子どもに最大リアプノフ指数の変化は、担任保

育教諭の最大リアプノフ指数の変化と関係がな

く最初から少しずつ高くなっていく。これは、

子どもの緊張が増している状態である。 

次に、子どもと担任保育教諭、それぞれに、

並行測定と対面測定の最大リアプノフ指数の変

化を検証した。子どもの最大リアプノフ指数は、

並行測定と対面測定の両測定間に有意差を認め

なかったが、担任保育教諭は、対面測定は並行

測定よりも有意に最大リアプノフ指数が低かっ

た（表５）。子どもは、対面測定においても、並

行測定の時と心の揺らぎが変らないが、担任保

育教諭は、子どもとの対面で、並んで座ってい

るときよりも、心が落ち着くといえる。 

 

＜「気になる」子どもの特徴について＞ 

  本研究は３歳児の最大リアプノフ指数を求め

た。そして、４つ下位尺度から構成される「気

になる子どもチェックリスト」の各下位尺度の

合計点（顕著率）を算出し最大リアプノフ指数

との関連を追究した。最大リアプノフ指数と関

連した子どもの行動特徴は、「自閉的行動」と「多

動的行動」である。「自閉的行動」、並びに「多

動的行動」が高いと評価される子どもは、「多動

的行動」と「自閉的行動」が低いと評価される

子どもよりも、有意に最大リアプノフ指数が高

かった。これは心の揺らぎが大きいといえる。

人との関係の中で、心が落ち着かず、心の落ち

着き先を求めている状態である。 

 

４．おわりに 

子どもの行動特徴について、の生体情報であ

る指尖脈波の測定により最大リアプノフ指数 

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」の合計点の高

い子どもは、最大リアプノフ指数が有意に高い

ことがわかった。 

人の心は、常に揺らいでいる。適切に揺らい

でいるときは、個人にとって心地が良い時であ

る。また、揺らぎが大きいときは、個人にスト

レスが存在することが考えられる。「自閉的行動」

や「多動的行動」に特徴をもつ子どもたちの揺

らぎの高さは、他者との関係の中で、心が落ち

着かず、心の落ち着き先を必要としているとい

える。ストレスが高い状態でもあり、心の居場

所作りが必要であることが示唆された。 
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表２ 気になる行動特徴と最大リアプノフ指数との相関係数 

 

 

最大リアプノフ指数 

（並行測定） 

最大リアプノフ指数 

（対面測定） 

トラブル 

（反社会的行動） 

非社会的 

行動 

自閉的 

行動 

最大リアプノフ指数（並行測定）      

最大リアプノフ指数（対面測定） 0.03     

トラブル（反社会的行動） 0.05 0.35**    

非社会的行動 0.20 0.21 0.55**   

自閉的行動 0.24 0.48** 0.71** 0.81**  

多動的行動 0.15 0.48** 0.88** 0.68** 0.87** 

 

 

 

表１ 子どもの行動特徴である４下位尺度の平均値（SD）と範囲 

 合計点の平均値（SD） 合計点の範囲 

行動特徴  トラブル（反社会的行動） 26.8（9.7） 12-50 

        非社会的行動 19.9（6.5） 11-44 

        自閉的行動 9.3（1.5） 11-53 

        多動的行動 16.4（6.9） 8-39 



辻野順子, 田靡みつ子, 福井 孝, 林 孝美, 木原 裕  

表３ 子どもの行動特徴４変数の高群と低群に関する人数と割合（%）・合計点の範囲・顕著率の範囲 

 高    群 低    群 

子どもの行動特徴 人数と割合(%) 合計点 顕著率 人数と割合（%） 合計点 顕著率 

トラブル（反社会的行動） 19 名（47.5%） 26-50 43.3%-83.3% 21 名（52.5%） 12-24 20.0%-40.0% 

非社会的行動 17 名(42.5%) 21-44 38.2%-80.0% 23 名（57.5%） 11-20 20.0%-36.4% 

自閉的行動 22 名（55.0%） 21-53 38.2%-96.4% 18 名（45.0%） 11-19 20.0%-34.5% 

多動的行動 19 名（47.5%） 16-39 40.0%-97.5% 21 名（52.5%） 8-15 20.0%-37.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

表４ 気になる行動特徴の高低群による最大リアプノフ指数（対面）の平均値の差の検定 

気になる行動特徴 
最大リアプノフ指数（並行測定）

平均値（SD）高群 

最大リアプノフ指数（対面測定） 

平均値（SD）低群 
Z値 ｐ値 

トラブル（反社会的行動） 4.69（0.90） 4.51（0.74） 0.72 n.s. 

非社会的行動 4.75(0.79) 4.48(0.83) 0.94 n.s. 

自閉的行動 4.85（0.74） 4.28（0.81） 2.03 * 

多動的行動 4.98(0.74) 4.25(0.72) 2.84 ** 

** p<.01,  *p<.05,  n.s.=non significance  

表５ 子ども、並びに担任保育教諭における並行測定と対面測定の平均値の差の検定 

 
最大リアプノフ指数 

（並行測定）平均値（SD） 

最大リアプノフ指数 

（対面測定）平均値（SD） 
S値 ｐ値 

子ども 4.78(1.05） 4.60（0.81） 48 n.s. 

担任保育教諭 5.26(0.76) 4.67(0.92) 240.5 ***. 

*** p<.001,   n.s.=non significance  

図１ 気になる行動特徴（自閉的）の高低群による 

最大リアプノフ指数（対面測定） 

図２ 気になる行動特徴（多動的）の高低群による 

最大リアプノフ指数（対面測定） 

図４ 子ども B と担任保育教諭の DUAL 測定（対面時） 図 3 子ども A と担任保育教諭の DUAL 測定（対面時） 
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