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【Abstract】

This study analyzed face-to-face communication with “Business Microscope®” during 
play at the ground for the five-years-old kindergarteners. Networks, formed at an early 
stage, were small, dense, and consisted of members who were similar and continued 
close communications. These results suggest that playmates are selected by “similarity”of 
interests and concerns. There were no gender differences in body rhythm, face-to-face 
communications, and number of conversations. Children with high body rhythm had 
fewer face-to-face interactions and young children with low body rhythm had many face-
to-face interactions and conversed often (p<.01, p<.05).
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Ⅰ .  はじめに
幼児期は、いろいろな遊びを通して心身が育
ち、幼児同士の関わり合いの中で協同性や社会性
が培われる。また、遊びの中でも ｢外遊び｣ は、
多くの動作を遊びから自然に身につけることがで
き、遊びが習慣化することにより運動機能や体力
が向上する。しかしながら現在の我が国は、子ど
もの遊ぶ場所、仲間、時間が減少し、結果的に身
体を動かして遊ぶ機会が減少しているため、多様
な動きの習得やコミュニケーションの構築の機会
が限られているといえる。そのため、幼稚園や保
育所における同年齢集団での生活体験は、こうし
た機会を経験する重要な場であり、他者との関係
が大きく影響すると考えられる。 
幼児期の遊びは、ひとり遊び（ 2歳頃まで）に
はじまり、傍観（ 2歳半頃）、平行遊び（ 3歳
頃）、連合遊び（ 4歳頃）、協同遊び（ 5歳頃）
へと集団で遊ぶ形態が発達する（Parten, M.B., 
1932）。他者との交渉や協調がみられる 4歳頃は、
社会的な遊びの出発となり、その後の協同遊びで
は、目的のために組織をつくり、組織の中で役割
分担をしながら、共通の目的やルールに従って遊
びが展開され、他者との円滑なコミュニケーショ
ンによって役割分担される。しかしながら、幼児
の交友関係は浅く、容易に集団が移り変わる過程
を経て発達するものと考える。日々の保育・教育
の中で、保育者は幼児一人ひとりの交友関係を把
握し、個々の発達に応じた適切な支援をすること
が望まれるが、多人数に対して正確に把握するの
は容易ではない。
従来から幼児同士の交友関係やコミュニケー
ションの研究は、ビデオ観察や目視による間
接的観察法によって検討されてきた（廣瀬ほ
か、2006；今川、2007；石田ら、2006；倉持ら、
1999；結城、2004）。しかしながら、設定された
環境または、限られた広さにおける検討や発話や
視線などコミュニケーションの観察可能な側面に
対する検討に限られていることが多く、膨大な時
間と手間がかかるうえ、客観性にかけるという課
題がある。また、多人数の交友関係を分析するに
は厳密な時刻同期が必要となるが、観察法によっ
て実施することは困難を極める。このような問題

を解決するために、近年、活動量のクラスタリン
グから幼児の交友関係を抽出する手法が検討さ
れ、交友関係、交友範囲、交友の深さを示すこと
を可能にした報告がある（木原ら、2007；kuno 
et.al., 2005；糠野ら、2008；上田ら、2005）。しか
しながら、幼児を対象にしてライフログを活用し
た研究は、未だ少なく、検討の余地は十分にある
ものと考える。 
そこで、本研究は、対面コミュニケーションの

質を明らかにするために開発されたビジネス顕微
鏡 ®（（株）日立製作所）を使用し、幼稚園に在
籍する園児を対象に、外遊び自由時間中の幼児の
行動および集団形成の変化について検討すること
を目的とした。　　　　　　　　　　　　　
なお、本研究は、ビジネス顕微鏡 ®を用いて

幼児を対象にした最初のものであり、今後に続く
一連の研究の端緒である。

Ⅱ．方法
1.  対象児
対象児は、静岡県某市内私立幼稚園の年長 1ク
ラス 34 名 （男児 18 名、女児 16 名）とした。な
お、対象とした園の園長および保育者に対して、
研究の目的、手順、安全性などを十分に説明し、
同意を得た上で実施した。 
2.  測定時期および測定対象時間
測定は 2014 年 7 月に実施し、測定対象時間
を 9時から 10 時の外遊び時間とした。当日の天
候は晴れで、測定対象時間の平均気温は 25.9 ±
1.1℃、平均湿度は 67.0 ± 2.8％であった。
3.  園庭面積、配置および園児の活動の様子
対象園は 300 人定員（10 学級）である。園庭

（運動場）は広さ約 3212.7 ㎡である。園庭の周囲
には、鉄棒、雲梯、大型遊具などの固定遊具と砂
場、築山、小川が配置されており、十分に走り回
ることが可能なスペースが確保されている（図
1）。幼稚園設置基準（文部科学省、1956）による
と運動場の面積は、3学級以上については 400 ＋
80 ×（学級数－ 3）平方メートル（ 4学級以上 1
学級につき 80 ㎡）と定められている。これに従
うと、10 学級の場合 1520 ㎡となるが、対象園は
約 2.1 倍の面積を有している。



山本・花井：幼児の人間関係の可視化 27

4.  測定手順
園児は登園後、教室にて写真（図 2）のように
幼児用ビブスを着用し、その後普段とかわらない
園生活を送った。ビブスの着用は降園時までとし
た。ビジネス顕微鏡 ®（Business Microscope：以
下 BMS）を大人が使用する場合、紐からぶらさ
げて着用するが、幼児が使用する場合には安全に
配慮する必要があるため、本研究では幼児用ビブ
スに袋を加工し、その中に BMSをいれ着用させ
た。なお、ゼッケンはスボンの中にいれさせた。

5.  BMS の概要
BMSは、オフィスなどの集団におけるコミュニ

ケーションの質を明らかにするために開発され、
複数のセンサから得られる情報を総合的に解析す
るツールである（早川ら、2013）。名札型のセンサ
デバイスが用いられ、身体に装着して使用するも
のであり、外形寸法 H60.7 ×W80.6 × D11.5 mm、
重量約 33 gである。センサ内の主要な構成要素
は赤外線センサや加速度センサで、対面情報（前
方 300 cm、側方 60 cmの範囲において、装着者同
士が約 2～ 3 mの範囲内で対面するとお互いの赤
外線センサが反応し、他のセンサの IDを取得で
きる。）、場所情報（赤外線感知センサである固定
ビーコンの使用により IDを取得できる）、運動情
報（加速度センサにより装着者の身体運動情報を
取得できる）、音響情報（内蔵マイクで音圧情報
を取得できる）、温度情報、照度情報を測定・記
録できる。なお、本研究では、固定ビーコンを使
用していないため、場所情報はない。
データは、測定終了後に名札型センサをデータ

収集・充電用のクレイドルに挿すことで、このク
レイドルを介して一度 PC内のデータベースに転
送され、PCにインストールされたプログラムに
よって分析処理される（図 3）。この専用のプロ

図 1．園庭配置と園児の活動の様子
園舎ならびに園庭の配置を示した。写真は園児の活動の様子を示している。

図 2．ビジネス顕微鏡®装着の様子
幼児用ビブスを加工し、ビジネス顕微鏡®を装着させた。
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グラムにおいては、対面コミュニケーションの質
の評価について、赤外線センサで取得した対面
データと加速度センサから計算される身体のリズ
ム周波数を総合的に判断し、「自らが発言してい
る」、「相手の会話を聞いている」、「対面している
だけ」など自動判断される３）。 

BMSは小型かつ軽量で人体に影響のない機器
であるが、幼児が使用しても問題ないことを確認
した上で装着させた。
6.  解析項目
1 ）対面ネットワーク
赤外線データを用いて計算され、誰が誰とい
つ対面したかを特定し、可視化したものである
（図 4－ 1－ 1、図 4－ 1－ 2、図 4－ 2）。対面
ネットワーク図は、四角、楕円、円でノード（個
人）を表し、四角が男児、楕円が女児、丸が教員
を、ノードの色の濃淡は身体の周波数の高低を示
し、色が濃いほど身体の周波数が高いこと示して
いる。ノードに示された英数字は、着用していた
カード番号であり、個人が特定できるが、ノード
の位置や大きさ、矢印の長さに意味はもたない。
ノードを結ぶ矢印は、コミュニケーションがあっ
たことを意味し、本研究では、5分間に 30 秒以
上の対面があった場合を黒矢印、5分間に 30 秒
以上、積極的に話しかけた場合を灰色の矢印（解
析画面上では赤矢印）で示している。なお、対面
は対称となるために両方向の黒矢印が示される。
コミュニケーションがあった場合、矢印によっ
てノードとノードが繋がるが、この繋がりが三角

形となってネットワーク図中に多くみられると、
連帯した箇所が多いことを示す。また、時間経過
にともなって星形に形が変わる、星型が形成され
ている場合は連帯感が強いことを示し、その集団
の一体感を測定することを定義している（合田、
2015）。また、川田（2014）は、幼稚園教諭間の
コミュニケーション測定において、この連帯感を
結束度と表現している。 
2 ）身体のリズム周波数
身体振動周波数（身体の揺れのリズム：以下、

身体リズム）は活発度を示す。加速度のゼロクロ
ス値から人の動きの識別がある程度可能であり、
2.0 Hz以上の身体の振動が活発な発話および活動
状態の指標となる。矢野ら（2007）は、成人の生
活行動周波数を明らかにし、睡眠は 0 Hz、電話
は 0.2 Hz、受動的会議・メールは 0.5 ～ 0.8 Hz、
能動的会議・面会は 1.4 ～ 1.5 Hz、歩行は 2.0 ～
2.2 Hz、早歩きは 2.0 ～ 2.3 Hz、走っているは 2.6
～ 2.8 Hzと示している。また、渡邊ら（2013）
は、静止状態は 0 Hz、静聴やWebブラウジング
などは 0－ 1 Hz、発話やキーボード操作は 1－
2 Hz、歩行や身振り手振りのある会話などは 2－
3 Hzの周波数として判定され、2 Hz以上の場合
には active状態（活発）、2 Hzより小さい場合に
non-active状態（不活発）としている。しかしな
がら、先行研究（矢野ら、2007；渡邊ら、2013）
では大人を対象にしており、幼児への対応は適当
でないと判断し、本研究では対象者の平均値を基
準とした。

図 3．クレイドルによるデータ保存（合田，2015）
ビジネス顕微鏡 ®をクレイドルにさし、PCにデータが転送された後、
プログラムによって分析処理される。
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3 ）対面人数、会話、話しかけ
赤外線センサで取得したデータと加速度センサ
から計算されるリズム周波数を併せて総合的に判
断される。その結果、｢自ら発言している｣、｢相
手の会話を聞いている｣、｢対面しているだけ｣ な
どが自動判定され、数値可される３）ため、本研
究では外遊び時間の対面人数を積算したものを対
面人数とし、5分毎の会話数、話しかけた回数を
同時に示した。なお、同じ幼児と何度も対面して
いる可能性も含まれる。
7.  統計処理
数値は平均値±標準偏差で示した。性別および
身体リズム高低別にみた対面人数、会話数、話し
かけ数の比較には対応のない t検定を行った（表
1）。身体リズムの変化における性別および活動レ
ベル別の比較には、二元配置分散分析を行い、下
位検定に Bonferroniの多重比較を用いた（表 2）。
また、交互作用が有意な場合に単純主効果の検定
を行った。統計処理には PASWS Statistics 18.0 for 
Macintoshを用いた。統計的有意水準は 5％に設
定した。

Ⅲ .  結果
1.  集団形成の変化
外遊び時間における幼児の集団形成の変化につ
いて、対面ネットワーク図によって可視化した
（図 4－ 1－ 1、図 4－ 1－ 2）。その結果、女児
同士（図中、楕円）、男児同士（図中、四角）の
関係からコミュニケーションがはじまり、その
後、性別に関係なく小集団、大集団と様子が変

化していく傾向がみられた。また、少人数の密
なネットワークが外遊び時間の早い段階にみら
れた（図 4－ 1－ 1の 9:01-9:05、9:06-9:10、9:16
－ 9:20、9:21 － 9:25 参照）。一例として、9:01-9:05
の時点で星形ネットワークを形成した集団をみ
る と、 対 象 児 AEJ03、AEJ05、AEJ08、AEJ10、
AEG10 の 5 名によって形成されている（図 4－
2）。この集団を時間経過とともにみると、5分後
（9:06-9:10）に 1名（AEI02）が加わるが、その
後の 5分間はネットワークが形成されていない。
しかしながら、9:16 － 9:20 には対象児 AEJ03、
AEJ05、AEJ08、AEG10 に 新 た な 1名（AEJ09）

表 1．性別および身体リズム高低別にみた対面人数、会話数、話しかけ数値は平均値と標準偏差

男児 女児
df t値 有意確率

N Mean± S.D N Mean± S.D
対面人数（人） 18 51.6± 16.8 16 49.6± 15.3 32 0.359 0.722
会話数（回） 18 50.6± 16.4 16 48.4± 13.9 32 0.426 0.673
話しかけ数（回） 18 30.8± 11.7 16 24.0± 7.8 32 1.982 0.056

身体リズム高群 身体リズム低群
df t値 有意確率

N Mean± S.D N Mean± S.D
対面人数（人） 23 45.3± 13.1 11 61.9± 15.8 32 － 3.239 0.003 **
会話数（回） 23 45.3± 13.1 11 58.5± 15.6 32 － 2.527 0.015 *
話しかけ数（回） 23 29.1± 11.0 11 24.5± 9.0 32 1.191 0.242

 * p<.05,  **p<.01

表 2 ．身体リズムの変化における性別および活動レベ
ル（高群、低群）に関する二元配置分散分析表　

要因
分散分析

df F P 偏η2
（被験者間要因）
性別 1 0.01 0.94 0
誤差 32

活動レベル 1 487.65 0 ** 0.94
誤差 32
（被験者内要因）
時間 11 7.63 0 ** 0.19
性別×時間 11 0.29 0.99 0.01
誤差 352

活動レベル 11 43.63 0 ** 0.58
活動レベル×時間 11 43.63 0 ** 0.58
誤差 352

 **p<.01
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図 4 ー 1 ー 2．年長児の外遊び時間中の集団形成の変化

図 4 ー 1 ー 1．年長児の外遊び時間中の集団形成の変化
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が加わってネットワークが再形成され、その後
も密なコミュニケーションがとられている（9:21
－ 9:25）（図 4－ 2）。 
2.  幼児の行動の変化
外遊び時間における幼児個人の行動の変化につ
いて、身体リズムの時系列変動、対面人数、会話
数、話しかけ数から検討した。
外遊び時間の身体リズムの平均は2.49±1.23 Hz

（男児 2.48 ± 1.24 Hz、女児 2.50 ± 1.22 Hz）で性

差はなかった。また、対面人数、会話数、話しか
け数についても性差はなかった（表 1）。
身体リズムの時間にともなう変化について性別

ならびに活動レベル別〔身体リズムの高い群（以
下、高群）と低い群（以下、低群）に検討した結
果、時間と活動レベルの交互作用に有意性が認め
られ、単純主効果検定を行った結果、外遊び時間
終了前の 10 分間（9:51 ～ 10:00）をのぞいた他
の時間帯に高群が有意に高い値を示した（p<.01）

図 4 ー 2．時間経過に伴う少人数ネットワークの様子
四角、楕円、円内に示された英数字は、ノード番号であり個人を示す。

図 5．外遊び時間中の身体リズム変化（活動レベル別）＊＊ p<.01
値は平均値と標準偏差。



32 スポーツ健康科学研究　第38巻　2016年

（図 5）。なお、高群 23 名（男児 12 名、女児 11
名）と低群 11 名（男児 6名、女児 5名）であっ
た。また、性別と時間の交互作用に有意性は認め
られず、時間にのみ有意な主効果が認められた。 
対面人数の平均は、高群で 44.7 ± 13.1 回、低

群で 61.9 ± 15.8 回であり、高群は対面人数が少
なく、低群は対面人数が多かった（p<.01）（表
1）。さらに、身体リズムの高低と会話数および話
しかけ数との関係性について検討した結果、身体
リズムの高群は会話数が少なく、低群は会話数が
多く示されたが（p<.05）、話しかけ数は、身体リ
ズムの高群と低群との間に有意な差はなかった
（表 1）。

Ⅳ .  考察
本研究は、幼稚園に通園する園児の外遊び時間
中の対面コミュニケーションについて、可視化し
た対面ネットワーク図から集団形成の変化につい
て検討し、幼児の行動の変化については身体リズ
ムと対面人数、会話という側面から分析を試み
た。その結果、集団形成の変化の特徴として少人
数の密なネットワークが外遊び時間の早い段階
（9:01 ～ 9:25）にみられた。幼児の行動の変化に
ついては、身体リズム、対面人数、会話数、話し
かけ数に性差はなく、身体リズムの高低によって
特徴が示された。その特徴は、身体リズムの高い
幼児は対面人数が少なく、身体リズムの低い幼児
ほど対面人数、会話数が多いというものであっ
た。
対面ネットワーク図にみられる少人数で密な
ネットワークは、構成されるメンバーの大半が
同じメンバーであった（図 4－ 2）。子どもの遊
び相手の選択には proximity（近接性）、same age
（同年齢性）、similarity（類似性）の 3要因がある
（Epstein,J.L., 1989）。そして廣瀬ら（2006）は、3、
4歳児の屋外における遊び相手の選択は、偶発的
なものであり、その場にいたかどうかという近接
性が最も重要であり、5歳児は偶発的な相互交渉
によって相手と関わるのではなく、興味や関心の
類似性によって選択されることを明らかにしてい
る。本研究の対象は 5歳児であったことから、偶
然近くにいた者とかかわる“近似性”によって遊

び相手が選択されたというより、興味や関心の
“類似性”によって遊び相手を選択したと考える。
図中には対面がない（矢印がない）幼児が散見

される（図 4－ 1－ 1、図 4－ 1－ 2）。この状況
は、誰とも対面していなかった、もしくは、異年
齢の幼児や他クラス（ビジネス顕微鏡をつけてい
ない）の幼児と関わっていた可能性が考えられ
る。本研究では、日常の交友関係について保育士
から聞き取りをしておらず、遊びの内容を観察し
ていないこと、対象クラス以外には着用させてい
ないことなどの研究の限界があり、推測の域をで
ない。しかしながら、5歳児は遊びの形態が協同
遊びへと発達する段階（Parten, M.B., 1932）で、
類似性によって遊び相手を選択している年齢（廣
瀬ら、2006）ということを考慮すると、コミュニ
ケーションが可視化されなかった幼児を気に留め
ることが重要と考える。継続的にみることが必要
となるが、こうした客観的な指標から交友状況を
把握することは、幼児一人ひとりにあった支援の
一助となり、さらには、｢気になる子ども｣ の存
在を早期に発見できると考える。さらに図中の矢
印に着目すると、黒と灰色（解析画面上は赤色）
に色分けされており、灰色（解析画面上は赤色）
の矢印が一方向または、双方向にむいていること
がある。灰色（解析画面上は赤色）の矢印が常に
一方向にむいている場合は、協同する姿のように
みえても、実際は一人の幼児が自分主導で遊びを
展開していた可能性も考えられる。今後、遊びの
内容や保育者らの聞き取りとあわせて検討してい
く必要がある。
ネットワーク図からは、おおよその交友関係

（ノードとノード）やコミュニケーション（矢印）
について把握することができたが、コミュニケー
ション量については数値化されていない。そこ
で、コミュニケーション量について身体リズム、
対面人数、会話数、話しかけ数から分析し、幼
児の行動の変化を検討した。その結果、対面人
数、会話数、話しかけ数に性差はないが、身体リ
ズムの高い幼児は対面人数が少なく、身体リズム
の低い幼児ほど対面人数、会話数が多かった（表
1）。この結果から、身体リズムの低い幼児は仲間
入りする集団を頻繁に変えていた可能性や会話
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中心の行動であった可能性が考えられる。今川
ら（2007）は、自由遊びの時間帯の発話行動を中
心としたコミュニケーションスキルの観察と測定
を年中児（ 4歳 5ヶ月～ 5歳 5ヶ月）を対象に実
施した結果、スキルレベルの低い者は、同一の遊
び集団に長時間居ることが少なく、集団をよく離
れて単独行動をとり、他の遊び集団への仲間いり
を頻繁にしていたことを報告している。本研究で
は会話内容を観察していないため、コミュニケー
ションスキルについて考察することはできない
が、 身体リズムの高低によってコミュニケーショ
ン量（対面する人数や会話数）に違いがあったこ
とから、コミュニケーションスキルについても特
徴が示されると考える。今後、会話内容と併せて
詳細に検討する必要がある。
本研究は、外遊び中の幼児の行動および集団形
成の変化について視覚的に把握し、その時のコ
ミュニケーションを対面人数、会話数、話しかけ
数から数値化して検討した。その結果、少人数で
密なネットワークは外遊びの早い段階に形成さ
れ、その構成メンバーの大半は変わらないことや
対面人数、会話数で示したコミュニケーション量
に性差はなく、身体リズムの高低に差がみられる
など、幼児の行動の変化を客観的に示すことがで
きた。しかしながら、本研究で得られた結果を普
遍的なものとして捉えることは難しく、遊び内容
や会話の観察とあわせて検討することによって、
より集団の行動や特徴が明らかになると考える。
保育・幼稚園教育の現場では、保育終了後に記
憶をたどって一日の状況を記述されることが多
く、保育者の主観によるところが大きいが、この
ようにコミュニケーションの状況をリアルタイム
で可視化されることにより、保育者の保育実践の
実感を客観視することに貢献できると考える。ま
た、コミュニケーションの状況（「だれが」「だれ
と」｢どのくらい｣）を可視化、数値可し、保育者
が客観的に把握することによって園児の自発的・
主体的活動を支援する方法の一つになり得ると考
える。

Ⅴ .  研究課題
本研究が活発度の指標とした身体リズムは、身

体の振動周波数によるものであるが、運動強度を
示す際に用いられる歩数やMetsのような一般的
な指標とはいいがたい。大人を対象とした場合に
は、2.0 Hz以上の身体の振動が活発な発話および
活動状態の指標になることが明らかとなっている
が、子どもを対象に検討された報告はない。幼児
の生活行動周波数や「2.0 Hz」を基準とした場合
に個人差が生じないか、など指標に関する課題が
明らかとなった。

Ⅵ .  まとめ
本研究は、幼稚園に通園する園児を対象に、可

視化した対面ネットワーク図から外遊び時間中の
集団形成の変化について検討し、幼児の行動の変
化については、身体リズムと対面人数、会話か
ら分析を試みた。その結果、少人数の密なネッ
トワークが外遊び時間の早い段階外から形成さ
れ、構成メンバーの大半は変わらず、密なコミュ
ニケーションが継続していたことから、興味や関
心の“類似性”によって遊び相手を選択している
可能性が考えられる。また、身体リズム、対面人
数、会話数、話しかけ数に性差はなく、身体リズ
ムの高い幼児は対面人数が少なく、身体リズムの
低い幼児ほど対面人数、会話数が多いことが明ら
かとなった。
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