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発達とは複雑な生成的なプロセスである。このプロセ
スをどのような視点から，どのような具体的な手法に
よって捉えていけばよいのだろうか。過去から現在に至
るまで数多くの発達心理学者たちがこの問いと格闘して
きた。まず目の前に具体的な発達現象がある。その発達
現象には，微視発生的なレベルから，メゾ発生的なレベ
ル，そしてマクロ発生的なレベルに至るまで，実にさま
ざまな水準がある。どの水準で発達を問題にするのか，
研究者によって異なるだろう。しかし，いずれにせよそ
こに現象的には不連続に見えるような切れ目が存在する
ことはまず間違いない。かつては，とりわけマクロなそ
れを発達段階として理論的に意味づけることが積極的に
なされていたように思う。そして段階の移行が問題にさ
れていた。
実際，我が国においても 1970年代あたりまでは，発

達を語ることは発達段階論を語ることであり，ピアジェ
やワロンやフロイトの段階論を多少とも聞きかじること
が，発達心理学への学びのイニシエーションに必須と考
えられていた。しかし，1980年代以降，状況は少しず
つ変わり，1990年代半ば以降は，発達段階論が正面を
切って論じられることがほとんどなくなってしまったよ
うに見える。このような傾向を直接促したのは，認知心
理学からの熟達化論や領域固有性論の影響の広がりで
あったと言えよう。既に 1990年の『児童心理学の進歩』
の「概観」で，佐々木正人は，熟達化論や領域固有性論
が想定する子どもの認知発達上の変化は，「認識の全領
域を覆うような質的な大変化（変態）ではなく，より広
い知識へのアクセスの可能性の増大という，『量的』な
ものに過ぎない」と端的に指摘したが，ここには段階論
的発想とは明らかに対立する発達の見方があった。

1980年代以降の発達段階論の後退には，一方でこの
頃から人文・社会科学の領域に広がったポスト・モダン
思潮の影響のあったことも否定できない。今から振り返
ると，この過去 30年間ほどは，直線的な進歩や理想社
会に向けての「大きな物語」への信頼の揺らぎが，発達
心理学においては子どもの広汎な発達領域を視野に入れ
た段階論的グランド・セオリーへの疑問として現象した
期間と位置づけることもできよう。

しかし，人間の発達という生成的なプロセスを，段階
的なプロセスとして理論的に意味づけていくことは，本
当に無効になってしまったのだろうか。確かに，ピアジェ
やフロイトやエリクソンのような大きな発達段階論は
すっかり注目されなくなってしまったが，領域を限れば
小さな発達段階論（段階的切れ目）は現実に数多く存在
しているようにも見える。そこで，今回の特集では，発
達という生成的なプロセスを理解していくために，その
プロセスを段階的なプロセスとして描くことの当否につ
いて，さまざまな立場から議論していただくこととした。
今回お願いしたのは，さまざまなレベルで発達現象に

関して先端的な研究をなされてきた 9人の研究者の方で
ある。そのお名前は論文掲載順に，河本英夫氏，多賀厳
太郎氏，佐々木正人氏，中垣啓氏，赤木和重氏，高木光
太郎氏，上野直樹氏，渡辺恒夫氏，やまだようこ氏である。
河本氏を除けば，すべて心理学分野で活躍されている
方々である。河本氏は心理学者ではないが，オートポイ
エーシスに関して深く研究されているシステム論の哲学
者として学際性を重視する視点から私たちが指名し御参
加いただいた。掲載順は，読者が 9本の論文を関連づけ
つつ読み進められるよう，配慮したつもりである。前後
の論文を対比しつつ読んでいただけたらと願っている。
「発達段階論の当否」といったいささか抽象的な問い
について議論していただくに当たって，それぞれの研究
者の方の御専門を考え，問いをさらに具体化するため
に，お一人お一人に以下のような「問いかけ」を出させ
ていただいた。私たちの「問いかけ」が真に的確なもの
であったか否かは，それも読者のみなさんによって批判
的に検討していただけたらと思う。私たちは，これはあ
る種の対話であったと位置づけている。読者の方々はま
ず，私たちの提示した「問いかけ」を読んでいただき，
その上で，対応する個々の研究者の方の「返答」である
ところの「論文」を読んでいただきたい。「問いかけ」は，
次のようなものであった。

1．河本英夫氏への「問いかけ」＝「システム論の立場か
らみた発達段階とは」
生成的なプロセスとして発達をとらえたとき，そこに
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発達段階を設けることはどのような根拠に基づいてなさ
れるべきなのか。発達段階を設けることは，現象の観察
から直接見出されるべきことというよりは，理論的負荷
の高い行為なのか。また，発達段階を設けた際に，その
発達段階の移行を説明するにはどのような困難が待ち受
けているのか。発達心理学者がどのような問題に直面す
べきか，システム論の立場から論じていただきたい。

2．多賀厳太郎氏への「問いかけ」＝「脳科学的知見を踏
まえた段階論」
脳科学の立場から発達段階はどのようなものとして位
置づけられるのか。脳組織の組成的な変化と，脳の活動
の変化と，観察される行動の変化，この 3つの関係から
どのように発達段階が構想されるのか。多賀氏が具体的
に構想している具体的な発達段階がいかなるものかを述
べた上で，先の問いに答えていただきたい。発達段階の
移行はどのように生じるのかに関しても考えを述べてい
ただきたい。

3．佐々木正人氏への「問いかけ」＝「アフォーダンス理
論からみた発達段階論」

J.J.ギブソンや E.J.ギブソンの立場から見れば，発達
は子どもが環境の中にあるさまざまなアフォーダンスを
発見していくプロセスであり，知覚世界がそのように分
化していくプロセスであるように思われる。ではそのよ
うなプロセスに，発達段階は想定できないのだろうか。
子どもは心身共に成長していく。生物の進化にもさまざ
まな段階が認められている。アフォーダンス理論の立場
から，個体発生という生成プロセスをどのようにとらえ
るのか論じていただきたい。また，脳科学者などの提起
している発達段階論やピアジェの発達段階論などに対し
てどのようなスタンスをとるのか明らかにしていただき
たい。

4．中垣啓氏への「問いかけ」＝「ピアジェの発達段階を
擁護する立場から」
ピアジェの形式的操作期は，ピアジェの発達段階の中
でもとりわけ評判のよくないものである。その理由は，
形式的操作期に到達した者が大人の中でもきわめて少な
く，近代化された学校教育の影響も大きく，知の発達の
一般的な水準として措定しがたいからである。比較文化
的な研究データの中には，18歳以上の学生でも，具体
的操作期に相当する液量の保存ができなかったなどの報
告もある。中垣氏は，ピアジェの形式的操作期をどのよ
うなものとしてとらえるのか。そのような発達段階が実
体として存在すると考えるのか，それともそれはあくま
でも理念的に想定されているものに過ぎないのか。形式
的操作期なる領域の限定されない知のシステムが実在す

るのか否か論じていただきたい。

5．赤木和重氏への「問いかけ」＝「障害児の発達と健常
児の発達は同じ発達段階論でとらえられるか」
健常児の発達には，領域固有なものであれ，一般的で

あれ，何らかの発達段階があると措定されることが多い。
もし赤木氏もそのように措定しているのであれば，そこ
で考えられている発達段階は，さまざまな障害をもつ子
どもたちにも適用可能なものなのだろうか。健常児の発
達プロセスとさまざまな障害をもつ子どもたちの発達プ
ロセスを，どのように連関し合ったものとしてとらえれ
ばよいのか，発達段階というものを軸にして論じていた
だきたい。

6．高木光太郎氏への「問いかけ」＝「ヴィゴツキー的立
場からみた発達段階論」
ヴィゴツキーは発達段階をどのようにとらえたのだろ
うか。彼はさまざまな著作の中で個々の発達水準に関し
ては，子どもの年齢を挙げて具体的に論じている。高木
氏には，理論的な立場から，そもそも発達段階とは何か，
そしてそのような発達段階を設けることの意味やその問
題点について論じていただきたい。また発達段階の移行
をどのように考えるべきかに関しても論じて欲しい。

7．上野直樹氏への「問いかけ」＝「状況的認知論の立場
から，“発達”概念は真に必要な概念か」
状況的認知の立場からすると，個体の発達段階を云々
することは個体能力主義を引きずるものであり，発達段
階といった概念は不用なのかもしれない。しかし，そう
はいっても，子どもたちが日々成長すること，私たちが
日々老いることもまた真実である。状況的認知の立場に
立つ人たちは，「発達」ということをどのようにとらえ
るのか，単なる発達段階論の批判に留まることなく，発
達という生成プロセスについて踏み込んで議論していた
だきたい。

8．渡辺恒夫氏への「問いかけ」＝「パーソナリティの発
達段階論は成立可能か」
さまざまな発達段階の説がある。フロイトのリビドー
の発達段階説やピアジェの発達段階説など一般的な発達
段階を説く者もあれば，領域ごとの領域固有の発達段階
を説く者もある。ところでパーソナリティに関して，発
達段階を措定することは可能なのか。可能だとすれば，
そのような発達段階を措定する根拠を何に求めればよい
のかを論じていただきたい。また，さまざまな他領域の
発達段階と，パーソナリティの発達段階との理論的な関
係についても論じていただきたい。
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9．やまだようこ氏への「問いかけ」＝「生涯発達の視点
からみた発達段階論」

20世紀の発達心理学の代表的発達段階論として，誕
生から大人に至るまでを対象としたピアジェの発達段階
説やフロイトのリビドーの発達段階説，さらには誕生か
ら死に至るまでを視野に入れたエリクソンの発達段階説
などがある。翻って 21世紀のこれからの発達心理学に
とって，生涯発達という時間的スケールでの何らかの発
達段階の措定は必要なのだろうか。もし必要であり，か
つそれが可能だとすれば，そのような発達段階を措定す
る根拠は何に求めればよいのかを論じていただきたい。
ナラティヴという視点から見たとき，発達段階を措定す
るという行為は，どのようなことを意味しているのかも
論じていただきたい。

以上が私たちの「問いかけ」であった。それへの応答
となるのが，これから読んでいただく 9本の論文である。
私たちは，編者の特権を利用して，発達心理学や脳科学
やシステム論で先端的な研究をされている 9人の研究者
に，自分たちの分からないこと知りたいことをダイレク
トに直球で「問いかけ」たと言えるだろう。素朴と言え
ば素朴。無責任と言えば無責任であったかも知れない。
「問いかけ」られた方々は，さぞかし苦労されたのでは
と推察する。この場を借りて，改めて感謝の意を表した
い。

9人の方々からいただいた「返答」＝「論文」は，私た
ちが想定した以上に多様なものであった。私たちの投げ
かけたボールを，しっかり見定め，それを的確に打ち返
してくださった論文も少なからずあった。また，ボール
が打ち返されたのか，打ち返されていないのか，私たち
がボールを見失ってしまった論文もいくつかあった。読
者の方も，論文を読まれていて，これが「発達段階論の
過去・現在・未来」に関する特集号論文なのかと，戸惑
われる論文も複数あると思う。だが，私たちはそれらす
べてが，私たちが投げかけた「問いかけ」に対するそれ
ぞれの立場からの誠実な返答であったと捉えている。

9人の方々の「返答」を私たちがどのような「返答」
として受け止めたのか，以下に簡単に紹介しておきたい。
それは今回の特集が，ある種の「対話」であることをみ
なさんに知っていただくためでもある。

河本論文では，「発達段階論」の問題というのは，中
心的な問題ではなく派生的な問題であるとして，「その
もの自体」としての発達をどのように記述しどのように
理解していくのかについて精緻な議論がなされる。9人
の中で誰よりも「発達」について正面から議論がなされ
ている論文であった。バットの芯でボールが打ち返され
ている。

多賀論文は，私たちの「問いかけ」にストレートに答
えてくれている。実際に脳で何が起こっているのかを考
えると，安易に「発達段階論」が立てられないことがよ
く理解できる。一見，現象的に段階があるように見えて
も，その背後にはある意味連続的でダイナミックに生成
する相互作用がある。その探索がまず急務との主張がな
されている。

佐々木論文では， 乳児Ｋが生後 5ヶ月から 25ヶ月の
間に，さまざまな段差をどのように乗り越えていったの
かについて精緻な分析がなされている。私たちは一瞬，
ボールを見失ってしまった。だが，おそらくボールは打
ち返されているのである。佐々木氏は 「その環境の特有
の付置に応じて発現してくる行為の発達には，段階論と
いった大雑把なカテゴリーでは決して記述できないよう
な，複雑で入り組んだ細目構造がある。『発達段階論』
を云々するより，それぞれの環境のなかで発現している
行為系列のパターンの発達を精緻に記述すべきではない
か」と語っているのである。

中垣論文は，ピアジェの発達段階は認知発達一般の記
述的レベルの段階論でなく，コンピテンスレベルの理論
であり，それが“知的操作”にしか見出されないことを
明確化し，形式的操作期についても明快な議論をしてい
る。通俗化されたピアジェの「発達段階論」が，ある意味，
現実のピアジェ理論とは無関係なものであったことがよ
く理解でき，1980年代以降，欧米で展開されたピアジェ
批判のなかには必ずしも本質論的な批判となりえていな
い論もあったことを教えてくれる。

赤木論文では，1950年代から 1980年代にかけては障
害児を捉える基本的視点と見なされていた「発達段階論」
がすたれ，近年はむしろ障害特性論が主流となっている
現状が指摘され，その上で，改めて発達連関や機能連関
に着目する視点をもつことの重要性が主張されている。
「機能連関」と「発達段階論」という京都の園原太郎門
下生（田中正人・村井潤一・中嶋誠・生澤雅夫など）が
取り組んだ問題が新たな視点から検討される可能性を感
じさせる論文である。

高木論文では，ワーチ（Wertsch, J.V.）やコール（Cole, 

M.）など，近年のヴィゴツキー・ルネサンスを主導し
た研究者たちの，段階論をめぐるヴィゴツキー理解の不
足を鋭く指摘している。ヴィゴツキーの著作に見られる
発達の年齢時期区分の議論に対する彼らの低い評価ある
いは無視に対して異論を唱え，「新形成物」や「危機」
によって意味づけていくヴィゴツキーのある種の「発達
段階論」を再評価していく新鮮な議論がなされている。
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これは「問いかけ」について真正面からの返答である。

上野論文は，なかなか私たちの問いへの返答として意
味づけることが難しい論文であった。ボールが果たして
打ち返されているのか，一瞬分からなくなってしまった。
上野氏は個を対象とはせず，人々の相互行為を文化歴史
的文脈の水準で記述・分析することを重視する状況的認
知アプローチの流れで論を立てているのであろう。描か
れているのは，今，世界で生じていることは，新しいオ
ブジェクトの出現とそれによって野火的に拡がって行く
人々の社会的な活動である。描かれるべきはこのような
動的世界の現状であって，その状況を考えるならば，非
歴史的で非状況的な個体の「発達段階」といった概念は
前世紀の遺物でありただ消え去ればよい。おそらく上野
氏はそのように主張しているのであろう。

渡辺論文では，「私秘的自己」をもつ「第二の誕生」
について詳しい議論がなされている。そこでは，パーソ
ナリティの段階的発達を考えるならば，「私秘的自己」
の成立する段階を措定する必要があるが，自我体験の多
様性を鑑みると，そのような「発達段階」を固定的に措
定することはおそらく不可能であろうと，インプリシッ
トに論じられている。私たちは論文全体のメッセージを
そのように解釈した。

やまだ論文は，その全体が従来の発達論に対するメタ
的な視点からの批判論文として読める。論文では，成人
までしか対象としてこなかった従来の発達の捉え方の狭
さを批判し，喪失や老いや障害，さらには世代間サイク
ルまでも視野に入れる必要性を説き，既存の「生涯発達

心理学」の範囲をも遥かに超えた射程の発達概念を提唱
している。また，個々の人間が自らの生を「意味づける
行為」を捉えるために，ナラティヴ・アプローチの重要
性が主張されている。ただ，発達現象の多方向性や多次
元性が強調されることによって，既存の生涯発達心理学
に見られた発達過程の段階論的側面は薄まってしまった
感もある。もちろん，それもりっぱな一つの返答ではあ
ると私たちは捉えている。

私たちの案内は，ここまでである。現在の日本におい
て「発達段階論」がどのように捉えられているのか，9

編の論文はその縮図を提供してくれたのではないかと思
う。読んでいただければ分かる通り，それぞれの論文の
立脚する理論的立場は大きく異なっており，現状では，
互いの間に十分な対話が成り立つ条件があるとは言い難
い。少しきつい表現を使えば，それぞれの理論的立場で
の精緻化の進展は見られても，やや「タコつぼ化してい
る」といった印象も受ける。しかし，ここに特集号とし
て 9編の論文を一挙に掲載できたこと自体が，それぞれ
の立場の豊かな理論内容を知り，比較検討や対話への道
を切り開く第一歩になることを，編者としては期待した
い。

9編の論文を読んで，私たちは「発達段階」をめぐる
理論的問題は，まだ喉の奥にささった魚の骨のように
残っていると強く感じている。読者のみなさんには，9

つすべての論文を読むことを通して，改めて「発達段階」
という問いに自らチャレンジしていただきたいし，学会
誌や大会の場で，「発達段階」をめぐる異なる立場の対
話の促進に資する活動にも，積極的に関わっていただけ
るよう願ってやまない。



河本　英夫
（東洋大学） 

発達には，それぞれの局面で経験そのものの再編が含まれる。そうした経験そのものの再編を含むよ
うな変化を考察するさいには，経験の組織化がどのような仕組みで起きているのか，またそのことは能
力の開発形成の誘導を行う発達障害児の治療で，どのような介入の仕方を可能にするのかという問にか
かわることになる。発達にかかわる議論では，いくつか難題が生じる。発達段階論は，図式的な発達論
の派生的な問題である。そうした難題に関連して，1．で三点に絞って考察している。第一に「発達する
システムそれ自体」に，観察をどのように届かせるのかにかかわり，第二に発達というとき，「何の発達
か」という問にかかわり，第三に発達の段階そのものは，どのような仕組みで成立するかにかかわって
いる。それらの検討を受けて，2．では，脳神経系の事実から，発達論の基礎となる構造論的な論理を設
定している。また発達という生成プロセスをどのように捉えるかを考察した。これは発達障害の治療では，
決定的な治療介入の変更を示唆する。
【キー・ワード】　システムそれ自体，能力，抑制，神経システム

は　じ　め　に

発達の段階論を考えるさいには，個々の発達の局面を
観察によって細かく記述していく方法が採用される。実
際，そうした観察の蓄積は膨大な量に上っている。そし
て観察事実から見る限り，いくつか不連続とも思えるよ
うな変化があることも確認されている。発達を時系列で
おさえて特徴を取り出してみる。生後 2か月目で，そ
れまで栄養補給に全力を上げ，それ以外の時間は眠り続
けていた乳児システムは，母親へ微笑を向けたり，周囲
のものへの差異をともなう関心を示し始める。また生
後 9か月目で能動的な周囲へのかかわりが出現し，動作
や行為はオーダーを更新して一挙に多様になる。そのた
め語呂合わせで，それぞれ「二か月革命」と「九か月革
命」と呼ばれてもいる。時系列的に比較的はっきりとし
た特徴のでる質的変化の系列は，観察者から見た時間軸
での指標を取り出したものである（Rochat, 2001 /2004; 

Goswami, 1998 /2003; Atkinson, 2000 /2005; 大藪・田中・
伊藤，2004）。それぞれの局面では，乳幼児というシス
テムそのものの再編と変貌を含んでいる。そこにはそれ
まで見られなかった能力の出現が見られる，ということ
になる。こうした観察ではおよそ誰にとっても明白な変
化が取り出されている。そのため経験科学的な区分とな
る。
そこに問題があるわけではない。問題があるとすれ
ば，そこから先である。そうした経験そのものの再編を
含むような変化を考察するためには，経験の再編と組織

化がどのような仕組みで起きているのか，またそのこと
はたとえば能力の開発形成の誘導を行う発達障害児の治
療で，どのような介入の仕方を可能にするのかという問
である。前者の問では，発達ということが可能となるよ
うな仕組みを再考し，再度どのような構想が可能かを吟
味してみなければならない。そのさい発達は，何の発
達なのかという一見自明に見える問が再度焦点となっ
てくる。Piaget（1970 /2007）では，感覚運動制御，さ
らには世界への操作的制御によるかかわりのモードの
形成が，発達論の主題となる。また精神分析医の Stern 

（1985 /1989）では，それとして感じ取られているまと
まりとしての「自己」の形成が，発達論の主題となる。
発達は，たんなる加齢とも一般的な意味での身体の成長
とも異なるはずである。そうであれば，発達とは何の変
化なのかという問が再度前景化する。一言で言えば，そ
れに相当するのが「能力の形成」である。だが個々の経
験と能力は別のものであり，個々の経験から能力がどの
ようにして形成されるのかという難題が，さらにその先
に待ちかまえている。発達段階論は，発達論の重要な課
題だが，発達段階論だけで単独に成立する課題ではない。
そのため本稿では，発達論全般の議論のなかで，発達段
階論に焦点を絞ることにする。ある意味で発達段階論は，
図式的な発達論の派生的な問題なのである。
発達論も発達段階論も，個別的事実は際限なく増大す
るものの，理論的には明確に立論しにくいほどの道具立
ての不足につきまとわれている。圧倒的に何かが足りて
いないというのが現状だと思われる。実際，何が足りて
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いないのか不明なほどである。発達論，発達段階論は，
そこから検討しておかなければならない事象であり，あ
る意味で底なしの課題である。まず発達論の難題がどこ
にあるのかを検討する。さらに神経系の再編の仕組みを
モデルとすることで，新たな道具立てを提示することに
したい。また発達障害児に対してどのような能力の形成
がありうるのかについて，重度発達障害児の事例を取り
ながら，発達障害児への治療的介入に含まれる発達その
ものの難題を取り出してみる。

1．発達論の諸問題

発達論を難題にしている基本項目を取り出してみる。
第一に，発達する乳幼児そのもの（システム，以下同
様）では何が起きているのかという問題がある。発達段
階論は，観察者が明確に区分できるものを取り出すこと
によって成立している。そこに不連続なほどの形成段階
があるというように取り出すのは，やはり観察者である。
9か月頃，システムには環境世界への積極的，能動的な
かかわりがはっきりと見られるが，このときシステムそ
のものには何が起きているのか，という問題である。少
なくともシステムは自分自身で革命的な変化が起きたと
感じているはずもなく，不連続な展開があったと感じて
いるとも思えない。
このタイプの問題の基本形は，ヘーゲル（Hegel, 

G.W.F., 1770̶1831）の『精神現象学』の「緒論」に出て
くる。この著作は，緒論から始まり，議論の途中で構想
が変わり，当初の構想の三倍ほどの分量となって，冒頭
に配置された「序文」が最後に書かれて終わっている。
そのため一般に序文と呼ばれているものが二種類含まれ
ている。この最初の序文に相当する「緒論」で，いわゆ
る「意識の命題」と呼ばれるものが提示されている。意
識的認識は，意識にとっての「対象」と「そのもの自体」
を区分する。意識的認識が捉えている対象は，認識がそ
のように捉えているものにすぎない。そのとき同時にそ
れ自体ではどのようになっているかという面を区分しな
がら認識は進む。認識対象とそれ自体との区分は，本来
意識が行っていることであり，認識ということに本性的
に内在している。これが「意識の命題」と呼ばれるもの
である（Hegel, 1937 /1998）。つまり対象を捉えるさい
に，これは観察者が捉えた認識対象という一面にすぎな
いことにどこかで気づきながら，認識対象ではなく「そ
れ自体」ではどのようになっているのかという問を内在
させてしまう。それが意識的認識の本性であり，これが
あるために意識的認識は，どんどんと認識そのものを訂
正し，いわば高まっていく。このプロセスが，『精神現
象学』での精神の自己形成に相当し，発達のモデルの一
つを提供している。
ところで意識的認識における対象認識とそれ自体との

ギャップは解決されることがあるのだろうか。ヘーゲル
のなかでは，対象そのものが形成され，高まり，それじ
たいで認識主体となって，みずから自身で認識を行うよ
うになる。きわめて大雑把に整理すれば，それについて
の意識的認識は，認識対象とまさに認識そのものを共有
し，認識の形成を共有する局面へと進んで行く。このと
き意識的認識を行うものと，認識されるものが合致し，
一つのものとなる。ここに経験の最終局面である精神が
登場する。だがこうした仕方では，精神より以前の段階
にあっては，ほとんどの場合，認識対象とそれ自体は分
離したままである。つまり発達段階論については，精神
の出現以前には，ただ観察者がそう言っているにすぎな
いという事態が生じる。
この事態を回避していくためには，それ自体（システ
ムそのもの）を成立させている最小限の必要条件となる
仕組みが必要となる。それ自体としてのまとまりを形成
し，それ自体そのものが創発し，出現していくために欠
くことのできない仕組みが必要である。それは最小限の
個体化の条件を備えており，この個体化の条件が，何段
階にも高次の個体化（認知的個体化，運動的な個体化，
認知運動的個体化）のなかに含まれていて，高次機能系
においては，必要条件として働くような仕組みである。
その仕組みを構想し，提示したのが，オートポイエー
シスである（Maturana & Varela, 1980 /1991; 河本，1995, 

2006）。このシステムの機構そのものは，神経系をモデ
ルとした一つの定式化にすぎない。その仕組みの設定に
ついても多くのヴァリエーションがあることも間違いな
い。だがこうした仕組みがあれば，観察者がただ言って
いるだけのことと，それじたいで起きていることの区別
を行うことができ，観察事実の訂正だけではなく，それ
自体において起きている事象に迫るための回路が設定さ
れていることになる。発達にかかわる多くの事実認定は，
こうした機構のもとで再編を受けるのである。
ここでの観察の仕組みは，少し入り組んでくる。直接

的な観察事実がある局面で，ひとまずそれを括弧入れす
る。この括弧入れは「現象学的還元」と同じものである。
一方ではこうした操作を行いながら，それ自体（システ
ムそのもの）の仕組みに沿うように経験を再度起動させ，
個々の観察事実を再編するのである。それ自体（システ
ムそのもの）の仕組みは，このとき必要条件として再編
された事実認定に内在的に組み込まれていく。このこと
を外的観察を内的視点へ移し替えることだと取り違えて
はいけない。視点の移動は，高次認識にとってだけ可能
となるのであり，生きていることと地続きになったさま
ざまな事象を解明するためには，まったく足りていない
のである。
またそれは観察において発見的な問を投げかけること
に寄与する。一般に発達するシステムに典型的な外的指
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標を取り出すことは，それほど難しい問題ではない。だ
がこの指標は，ただ観察されるだけの外的指標であって
はならず，システムそのものの経験のさなかで形成され
維持され，それじたいが経験を支えるものでなければな
らない。そうでなければ「それ自体」にはまったく届か
ないことになる。たとえば近似的にそれに相当するのが
「自己」である。自己は，自我でも主観でもない。また
反省的に認識されたものでもない。事実，言語的，反省
的，意識的に捉えられる以前の自己の分析をめぐっては，
精神分析に多くの前例がある。このとき重要な手掛かり
とされたのが自己感である。自分自身を一つの漠然とし
たまとまりとして感じるというときの「このもの」とい
う感じであり，自分よりも広く，自我よりももっと広い。
しかも「このもの」の感じである自己感は，つねに同じ
モードではなく，内実が変貌していく。
この「自己」の変遷を追跡しようとした場合，自己そ
のものの働きに視点を置く機能的な議論がほとんどであ
る。自己というとき，経験のプロセスさなかで何が起
き，そのなかで自己がどのように感じ取られているか
を，活動のモードの分析として取り出す議論には，いま
だいたっていない。だがそれでも詳細な議論はなされて
いる。このタイプの発達のモデルとしては，スターンの
議論が代表であり，これじたいはとても良くできた議論
である。ここでの段階的プロセスは，「新生自己感」（生
後 2か月頃），「中核的自己感」（2か月から 6か月），「主
体的自己感」（7か月から 9か月），そして「言語的自己感」
（言語習得前後以降）である。言語的自己感は，省略す
る（Stern, 1985 /1989; 十川，2008）。
新生自己感の特徴の一つは，眼と眼が合い始めること
であり，運動にパターンと言えるほどのものが出現し始
める。いわば個体の組織化がはっきりと方向性をもち始
めている。それ以前に周囲の活動性，複雑性，配置のよ
うな気配や特性を感知でき始めている。生後 1月で，す
でに生きているものと幾何学模様は明確に区別できる。
また親の表情の違いにも気づくようになる。認知的に
は，臭いの区別ができるようになり，母親とそれ以外の
乳房の区別ができる。首を回すことが少しできるように
なり，人の声に注意を向けることができるようになると
同時に，声とただの物音の区別ができるようなる。一説
には左右対称を，上下対称よりも長く見続けているよう
である。生後 3週間程度で，自分の口に入れたおしゃぶ
りと，それと同形のおしゃぶりを脇に置いておくと，口
にしたおしゃぶりの方を長く見ていた，という報告があ
る。また光の強さや音の強さには，どこかに対応関係が
あることに気づき始める。また舌を出したり，口を開け
たりする動作で，周囲の人の真似をすることができるよ
うになる。生きているものとただの人形の区別もはっき
りできるようになる。さらに輪郭や形ははっきりと捉え

られるようになる。これらでは，原初のなにかを感じわ
け，それに対する応答に，ある種のパターンが生まれて
きつつある段階である。もとより自己というようなくっ
きりとしたまとまりはなく，また何かへと向かうほどの
能動性もない。
次に「中核自己感」と呼ばれる局面は，そのつどの動
作に「自分自身から」という能動性が出現する場面が特
徴となる。自分で身体を動かして，物を取りに行く場面
や，快̶不快の区別がはっきりするだけではなく，過度
に強調するように泣き叫んだりもする。身体も大きくな
り声帯も太くなる以上，泣き方にも度合いが生じるよう
になる。それらをつうじて自分の情動の違いに自分で気
づくようになる。また身体がひとつのまとまりだと感じ
られるようになり，随意的，半随意的に動かしやすい身
体部位とそうでない部位の違いがはっきりするようにな
る。
こうした中核的自己感が形成されてくると，主要な関
心は，乳房や母親の呼び掛けから，一転外の物事に急速
に移行する。無生物に対する興味が急速に増大する。手
を動かすと同時に，もっていく手の先に視線を向けるよ
うな手と眼の間の協働関係が形成されるようになる。面
白いと感じられるものに対しては，繰り返しの動作が見
られ，また快̶不快の軸のなかに，最適刺激範囲が形成
されるようになる。動作は，ただ反射的に動いている局
面から，動作の手前で欲求の発動のような意志の感触が
生じてくる。指を吸っている腕を徐々に引き離すと腕に
抵抗が生じる。同じオペレーションを双子のもう一方で
行うと，ただ見ているだけであるのに，腕には抵抗感は
ないが，頭を動かし，指が引き抜かれないことに相当す
る動作を行う，という報告がある。この場合，双子とい
う特殊性があるが，外から向けられるオペレーションに
対して，どう振る舞うかについての予期が成立している。
その場合，因果的推理のような動作にとっての初頭の関
係は理解され始めている。つまり何かを行ったとき，そ
の結果がどうなるのかという対応関係での予期が成立し
ている。
「主体的自己感」では，見かけ上主観性の感覚が生じる。
何かが起きているとき，何が起きているかだけではなく，
何故そうなったのか，どのようにしてそうなったのかに
ついての感覚が生じる。これは高次の知的操作ではなく，
物事の関連性の感触である。直線と曲線では，曲線の方
を長く見ており，静止しているものと動いているものと
では，動いているものの方を長く見ている。主体という
ことのなかで飛び切り重要だと思えるのは，選択性の獲
得である。また注意の向く先を共有するという「共同注
意」が出現する。
こうした特徴の記述は，今後もどんどん詳細になるに
違いない。それを大まかな特徴で整理し，輪郭を明示す



　342 発 達 心 理 学 研 究 第 22 巻 第 4 号

るために，段階的に新生，中核，主体というような形容
詞を付けて区分しているというのが実情に近い。実際，
自己の大半は，活動の結果形成されたものであり，それ
として感じ取られていることによって，まさに自己であ
る。これらの各段階で，意識がどのように出現し，関与
しているかははっきりしない。また身体運動性の能力の
形成と，認知能力の複合的形成がどのような仕組みなの
かもはっきりしない。また自己そのものは，認知の制御
や運動制御との関連で，どのような機能として関与して
いるのかもはっきりしない。自己は，それとして感じら
れるだけではなく，世界へのかかわりの制御変数の一つ
として関与するはずだが，それは調整変数が増加する方
向でなされていることが多い。
発見的に考察するさいには，次のように行うのが良
い。自己というとき，この自己の述語を考えてみる。た
とえば意識の述語は自覚的に知ることであり，生命の述
語は生きることである。こういう主語と述語が同語反復
的になることは，基本用語の場合はやむをえない。魂の
述語は，体験することである。この場合には，主語と述
語は少し性格を異にしている。それは「魂」そのものが
何を指しているかを確定しにくいが，にもかかわらずな
しですますわけにはいかない用語であることに関連して
いる。それではさらに自己は何を述語としているのか。
これを個々の機能性とは異なるレベルで取り出せれば，
自己という語の輪郭ははっきりしてくる。そして自己の
述語を「みずからを組織化すること」だとしてみる。こ
のとき組織化という働きに必要とされる必要条件を取り
出すのである。すると，この組織化のモードと段階にい
くつかの明確な局面があることを指示していることにな
る。こうしたことが発見的問いかけの事例である。
次に発達論および発達段階論の第二の難題は，発達と
は何の発達なのかにかかわっている。一般にその問が「能
力の形成」という点で解答される場合でも，能力という
のはいったい何なのかにかかわる。能力にかかわるさい
には，個々の観察事実は，一度きりの偶然的な事実を語っ
ているのではなく，一般に同じような条件であれば，何
度でも繰り返すことができ，条件がわずかに異なれば，
それに合わせて行為が起動されるような場面が焦点とな
る。この場面で，観察者に感じ取られているある種の「行
為起動可能性」が，能力である。たとえばいまだ歩けな
くても，明日には歩けるようになるだろうという片麻痺
患者をリハビリ室でよく見かける。こうした予期の事実
は，患者本人も感じ取っている。そのとき行為起動可能
性は感じ取られているが，歩行じたいはいまだ観察事実
になっていない。そのため能力じたいは，直接的な観察
事実ではない。
また能力ということで，いったい何を語り，何を観察
するのか。たとえば生態心理学の場合には，環境情報の

探索能力の向上がその何に相当する。生後 4か月程度
の乳児で，眼前にあるものに手を伸ばして触ろうとする
ようなリーチングが見られる。眼前の物にともかく手を
伸ばすのである。これは何をしているのだろう。観察者
である成人が現在持ち合わせた認識能力を遡行し，現在
の能力へとやがてつながっていくような初期能力をそこ
に見出すことは，一般にはできない。これはよほど気を
つけていても誰であれ陥いやすい思考回路である。リー
チングの動作に，成人が物に手を伸ばして取ろうとする
動作の前史を見てしまい，動作の前駆形態を乳児に発見
するというようなことがしばしば起こる。リーチングに
ついて，手を伸ばして物を制御しようとしているといっ
ても，手で触れたものの情報探索を行おうとしていると
いっても，たまたま手を伸ばしただけだといっても，い
ずれも事象の手前に落ちているか，事象の先まで一挙に
通り過ぎているか，あるいはわからないことを別の言葉
で語り換えたという印象が残る。もちろん乳幼児の場合，
意識の覚醒の度合いは不安定であり，意識の能作たとえ
ば物への志向的行為で語るわけにはいかない。
一般に「学習のパラドクス」と呼ばれるものがある。
学習が可能であるためには，そもそも学習能力が備わっ
ていなければならない。だが学習能力が備わっていれ
ば，わざわざエクササイズを課す必要はない。これが形
式論理だけで捻りだされたパラドクスであることははっ
きりしている。能力を，基層にある論理的前提であるか
のようにあらかじめ設定し，前提とその派生態である現
実の活動を論理関係だけで接続しているのである。こう
した論理関係は，最低限「能力の自己組織化」の問題へ
と転換する必要がある。自己組織化には相転移が起きる
分岐点があり，分岐点の近くまでどのように誘導する
か，その分岐点でどの方向に誘導するようなエクササイ
ズが有効かを問うのが，学習理論である。この場合，学
習とは能力の形成であって，知識の増大や観点や視点の
獲得ではない。知識の増大は，学習の部分的成果であ
る。だが能力の形成は，学習に含まれてはいるが，知育
とは異なる回路で成立していると予想される。ヴィゴツ
キー（Vygotskiǐ, 1935 /2003; 明神，2003）の能力形成論
の要となる「最近接領域」は，客観心理学的に「本人一
人ではいまだ実行できないが，親や教員の手助けがあれ
ば実行可能な経験領域」という内容になっている。だが
これでは経験の幅が大きすぎ，客観心理学的すぎる。本
人にとってまったく意図せず，予想もしないことでも，
親や教員の手助けがあればできるのである。そしてこの
手助けがなければ，もう二度とやろうとはしないという
事態も起こりうる。最近接領域で親や教員の助けを得て
できるようになったことは，その後一人でもできるよう
になる，というのが暗黙の大前提である。「本人が志向し，
実行可能な自分自身の予期をもち，ひととき親や教員の
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助けを得ながら形成される能力の領域」というのが，最
近接領域という語で語られようとした内容だろうと思わ
れる。これはヴィゴツキーにとっても有利な変更である。
こう変更したとしても，ヴィゴツキーの設定にはまだ難
題が残っている。ヴィゴツキーはある意味で定常発達を
前提しており，発達の方向性を，暗黙に見込むことがで
きている。この定常発達という外側の基準が，最近接領
域の幅を決めるさいに，暗に活用されている。ところが
重度障害児の場合には，発達の向かう先をあらかじめ前
提することができないのである。
能力のもとになっている「なんらかのもの」がどこか
本性的に人間に備わっているのだとすると，いずれにし
ろ生得的能力があらかじめどこかで前提される。これが
各種観念論の起源である。この場合，個々の経験はこの
能力に基づいて行われるとされる。それに対して，能力
は個々の経験から導かれるとするのが，各種経験論であ
る。これらはいずれも立場であるから，それにふさわし
く経験と理論を組み立てることができる。だが事実とし
て，能力そのものの形成は紛れもなく存在する。能力が
あらかじめ一覧表のようにパック化されているとは考え
にくく，また当面形成余力のある能力もあるはずであ
る。また他面個々の経験のたんなる蓄積を能力とは呼ば
ない。経験をもつことと，経験と同時に能力が形成され
ることは異なる仕組みになっているに違いない。
発達論の場面で，能力の形成は雲をつかむような課題
だが，なしですますことができそうにない課題である。
能力そのものは，組織化され再編されて，そのつど固有
に自己になっていくと考えざるをえない。するとこの組
織化の活動そのものを，発達の軸にするという課題が出
現する。この場合の組織化とは，活動する自己そのもの
の組織化であり，自己と世界とのかかわりの組織化であ
り，さらに他者とともに行う組織化の場面である。だが
組織化する活動をターゲットにするさいには，それじた
いはどのようにしても直接眼で見ることはできない課題
を問うているのである。
また能力というとき，いくつかの能力のモードを明確
に区分しておいた方がよい。たとえば知覚での普遍項
（三角形一般やネコという種等々）の形成のようなもの
は，能力の一つのモードであり，極めて知的領域に限定
されたモードである。馬にさまざまな魚の絵を見せると，
やがて魚一般という知覚的な普遍項が形成されたと推測
できるデータがある。馬は魚を食べないので，食べるこ
との手掛かりを臭いやなにかの部分的兆候から認定した
ようなものではない。すなわち大脳基底核や脳幹の関与
する働きではない。するとこの魚の普遍項は，純粋に認
知的な普遍項だと考えられる。認知の普遍項の出現に見
られるような能力の形成は，能力の形成のなかで重要な
モードである。

これに対して，ひとたび自転車に乗ることができるよ
うになれば，数年乗っていなくても機会があれば乗りこ
なせるだろうという確信はあり，何よりもひとたび習得
してしまえば，習得する以前に戻ることができない。つ
まり能力の獲得には，不可逆性がある。多くの場合，プ
ログラムが形成されたと言われるが，そのプログラムは
いったいどのようなプログラムなのだろうか。少なくて
もコンピュータ・プログラムのようなものではありえな
いと思われる。というのもこうしたプログラムのもとで，
取り外し不可能という不可逆性を論じることは，きわめ
て異例のことになってしまうからである。
こうした事態に対して，ピアジェの子どもの発達の記
述で示唆をあたえるのは，第六段階と区分されものであ
る。第六段階は，内的知能と呼ぶものの出現の段階で，
鉛筆を渡して穴に入れる動作を行わせているとき，削っ
ていない側の方を手前にして渡すと受け取った状態のま
ま穴に入れているが，やがてどこかの段階で鉛筆をひっ
くり返して穴に入れる動作が出現する。ひとたびこうし
た動作を発見すると，それ以前の動作がまるでなかった
かのように，鉛筆の細い側を下にして穴に入れるように
なる。物へのかかわりの変更が出現しており，物の性質
への探索が，動作のかかわりの選択肢とともに出現する。
この段階では物への探索行動が開始されているので，第
三次循環行動だと呼ばれる。不連続な事態が生じている
のは，この場面である。物とのかかわりに選択性が生じ
るのであれば，この選択の遂行とともに，この選択に応
じた「能力」の形成が見られる。それとともに選択に直
面するさいの行為に，いわゆる調整能力が芽生えるよう
な局面に来ている（Piaget, 1948 /1978）。
さらに 1+1=2の算術が実行できるようになったと

き，そのことの習得と同時に，2+3=？という問題にも
対応できるだろうという予感はある。規則の運用が実行
できることともに，「規則を運用するとはどうすること
か」という基本的な理解能力の形成も起きているはずで
ある。つまり別様に規則を運用したり，あえて規則を外
すこともできるようになっているのである。能力は，あ
る種の普遍性の獲得とそれの自由度を備えた選択的活用
を必要条件としていると考えられる。
さらに発達論，発達段階論での第三の問題は，段階区

分そのものにかかわっている。多くの場合，発達にかか
わる観察者は，質的な転換が見られるような場面を取り
出している。その場合にも，特殊な局面を発達段階とし
て取り出しているのではないか，あるいは慣習的な制約
で発達段階を見ているのではないか，というような種々
の論争があった（加藤・日下・足立・亀谷，1996）。だ
がここでもシステムにおいて何が起きていることなのか
が問われてしまう。実際，乳幼児たちはそうした質的転
換を，質的転換だと感じているとは思えない。発達の区
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分は，システムの自己形成の結果として出現するもので
ある。それは当然当人には自覚もなく，後に指摘されて
もピンとくるものでもない。発達の区分は，当人にとっ
ては，過去として記述された疎遠な外的な目安である。
それは本人にとって，場合によってはそうであったかも
しれない「追憶」のなかの知識にすぎない。そしてこう
した区分をもとにして，この障害児は何が欠けている，
あの障害児はどこの段階で停止していると外側から欠損
を指摘したりしているのである。だが何かが欠けている
とみずから感じている障害児は一人もいないのである。
それぞれの障害児は，それぞれ固有に固有世界を生きて
いるだけである。それを欠損だと言われても，障害児に
とっては自分のことではないのである。あるいはある意
味で大きなお世話である。
しかしながら定常発達の発達段階論については，観察
者がただそう言ってみただけではない。能力の形成に段
階が生じることは，日常的な経験にもよく見られる。技
能の習得でも，特定の技能が習得され，ただちに次の技
能に進むことができるわけではない。最初に習得した技
能が自動化され，その起動に選択性が生じて，いわば隙
間が生じることが必要となる。この自動化のさいに，動
作や行為の滑らかさが獲得される。生後 1年近くを経た
局面で歩行を開始する幼児は，当初全身に力が入ってい
る。肩を怒らせ，両腕にも力を込めて，一歩一歩前進し
ていく。脳神経科学的には，歩行開始時の動作は大脳前
頭葉から指令が出ているが，何度かの歩行の後には小脳
からの指令に移る。このとき歩行はすでに自動化してい
る。そのため小脳には，「内部モデル」があると言われ
たことがある。こうした局面では全身から余分な力が抜
け，最小の動員単位だけで動作がなされるようになる。
能力の形成の段階とは，獲得した技能が内化され，いわ
ば手続き記憶されて，自動化するようなシステム的な平
衡状態の獲得に他ならず，そこには能力そのものの組織
化の一面がある。つまり観察者から見て停滞の時期は，
獲得された技能や知識の再編的な組織化が起きており，
システムそのものにとっては，欠くことのできないプロ
セスである。そうだとすると乳幼児にとっては，質的な
飛躍をともなう発達とそれの内化のプロセスは，別段大
きな違いではなく，自己を組織化するモードが異なるだ
けであろう。
構造論的発想では，能力は構造的基盤の形成なのだか
ら，一つの能力の構造が形成されれば，次の構造が形成
されるまで，一時的な停滞がある。それは観察者から見
た段階区分にとって好都合なほど適合的である。だがか
りに次の構造が形成されるというとき，いったいどのよ
うにして形成されるのかはなお不明なままである。精確
には，この課題は本来そうした構想からは明らかにしよ
うのない課題である。

発達の段階区分には，区分の成立そのものに抑制機構
が関与していると思われる。余分な動作や運動のさいの
余分な緊張が消えて，いつ起動してもおかしくないが通
常は抑えられている広範な行為起動可能領域が存在する
と予想される。抑制機構は，生命の機構の基本的な部分
であり，発達の段階が生じるのは，こうした抑制機構の
形成が関与していると考えてよい。抑制は，化学的プロ
セスのフィードバック的な速度調整のような場面から始
まっており，一挙に進んでしまうプロセスが制御機構を
つうじて遅らされていることが基本である。これは選択
肢を開くという意味で生命一般の特質でもある。この遅
れは，生命のプロセスのなかに選択性を開くための必要
条件となっている。この場合，発達論の基本は，どのよ
うにして次々と能力が形成されていくかだけではなく，
あるいは能力が次々と付け足されるように再組織化され
るだけではなく，抑制的な制御機構が何段階にも整備さ
れてくるプロセスでもある。抑制的な制御機構は，観
察者からは見落とされがちだが，システムそのものに
とっては欠くことのできないプロセスである。このと
き「なめらかさ」の形成は，派生的な事態の一つである
（Bernstein, 1967 /2003）。
脳神経科学のデータで明確になったことだが，一つの

腕の動きに関して，乳幼児では当初多くの神経系が複数
の回路を用いて，その手を起動させている。それが繰り
返される間に，特定の神経部位の起動だけで手が動くよ
うになる。神経系は当初余分なほどの複数の起動状態
を活用するが，それがこなれてくるさいには，特定の
神経系だけに限定されるようになる（Colman, Nabekura, 

& Lichtman, 1997）。この場合には一般に自動機能化す
れば，他の神経系の回路は抑制されると考えられる。ま
た発達に類似したプロセスを経る片麻痺の患者の治療経
過では，健常な部位の脳神経系の活動が過度に活発にな
り，それが同時に患側の対応部位を抑制してしまい，神
経系の再生を遅らせることも知られている。抑制は，発
達のとても重要な局面を示しており，抑制の機構が関与
することで，逆に抑制の解除の仕方を何段階も設定する
ことで，動きの滑らかさと，無駄な動きをしない仕組み
を作り上げていると考えられる。調整能力の多くは，抑
制の機構によっている。そこには刺激反応速度の調整の
ような場面，感情の制御，無駄な動きをなくしていくこ
と，力の入った状態から力を抜くこと，決定を遅らせ選
択の場面を維持することのような重要な機能が含まれて
いる。だがこうした抑制の機構の解明はようやく開始さ
れたばかりだと考えてよい。

2．発達のモデル変更と脳性麻痺の治療

発達のモデルとして，当初より個体の行為能力をあら
かじめ設定したのでは，この能力の発現があるかどうか
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が主要な変数となる。これは発達を，自然的発生の延長
上で押さえることである。こうした発達論は，発達が損
なわれたさいの障害児そのものの多様性にはいたらず，
未発達あるいは発達遅延程度の規定の仕方に留まってし
まう。つまり定常発達から見たとき，いまだ届いていな
いか，手前に留まるという議論の仕方になる。定常発達
から外れるものは，それじたいは障害であっても，一つ
の個性として存在する。ことに脳性麻痺のような圧倒的
に多様な患者の存在する世界では，未発達といっても発
達障害といっても，そのことじたいで何が語られている
かがわからないのである。ここでは発達のさいに現実に
もっとも大きく複雑な変化が生じる場面で，モデルを設
定する必要が生じる。おそらくそれは神経系である。た
だし神経系のモデルといっても，これはたんなるモデル
ではなく，現実に個体において形成されていく実際のシ
ステムである。つまり個体全体の発達に必要条件のよう
に関与している。そこで経験科学的データを手掛かりに
しながら，このモデルの前提となる大枠に関して考察し
ておきたい。少なくとも，発達のモデルを更新するため
に，脳神経系科学から得られた知見をもとに，ある種の
システム論的なモデルを考案する。それは言語の肯定・
否定に依存するヘーゲル・タイプの発展型の論理でもな
く，またピアジェ・タイプの構造的発達論理でもなく，
またしばしば試みられている経験科学的モデル（たとえ
ばカオス理論）でもなく，現実に進行する神経系の形成
をモデルとするような論理形式である。
ここにはいくつかの骨子がある。その一端だけを示し
ておきたい。第一に，共通の特徴になるのは，体細胞的
な発達と神経系の発達は仕組みが異なることである。発
達の途上で，さまざまな機能が分化してくるのだから，
機能分化の仕組みは最高度の課題である。ところが機能
分化というとき，一方では細胞が分裂増殖し，細胞集合
が機能分化していくような仕組みが，体細胞的な発達で
ある。植物が大きくなるとき，増大しながら枝分かれし，
枝分かれの末端で葉や花弁がでて，やがて花の細部の器
官が形成されていく。異なる器官が出現する場合にも，
すでにある器官の先端で機能分化した異なる器官が出現
していく。イメージを明確にするために，これを「枝わ
かれモデル」と呼んでおく。枝分かれモデルの典型は，
同じパターンが何度も繰り返しレベルを変えて出現する
「フラクタル」である。こうした枝分かれモデルは，観
察の本性上，あらゆる観察に避けがたく含まれてしまっ
ているものである。というのも観察は，分析的な能力を
用いるために，単純な事態から複雑な事態へ継ぎ足され
るようにして，発達の形成過程が進むと見てしまうから
である。ピアジェのような観察の名手であっても，やは
り発達の組み立ては，大筋でそうした形成プロセスを見
てしまっている。

他方，こうした増殖分化とは異なり，神経系は減少分
化である。これは機能的には未決定の細胞が，おびただ
しく形成されていて，神経細胞の作動によって，残存す
るものと自己消滅するものが分かれていくような分化で
ある。イメージを明確にするために「切り絵モデル」と
呼んでおく。発達の上で，神経ニューロンが最大の時期
は，母体内の 5か月目ぐらいだと言われている。脳の部
位によって局所的最大量になる時期にはいくぶんかずれ
がある。そこからニューロンを減らす形で，機能分化が
進行するのである。そのとき残存するニューロンは，そ
の局面，その段階での機能性をもてばよく，特定の機能
分化が起こる必要は必ずしもない。つまりシナプス回路
が形成され，他のニューロンと接続することができれ
ば，その段階でニューロンは生き残ることができる。そ
してその限りでの機能性を獲得している。つまり特定の
既定の機能性へと分化して，分化した機能性が獲得され
てニューロンが生き残るということではない。ニューロ
ンは他のニューロンと接続することによって生き残る
が，それは機能性の獲得へと向けて接続していくのでは
ない。機能とは，発達の結果の最終段階で，結果として
出現した恒常性のことであり，その恒常性は観察者に
よって捉えられている。免疫システムはどちらかと言え
ば，「切り絵モデル」に近い。多くの免疫細胞が産出され，
そのなかで反応しすぎるものやほとんど反応しないもの
は，胸腺で取り除かれる。この段階では，特定の異物へ
の対応関係が決まっているわけではない。
この局面でも多くの事柄を論理的仮説として確認

していくことができる（Koch, 2004 /2006; Edelman, 

2004 /2006; Charmers, 1996 /2001; 甘利，2008）。（1）神経
システムは，相互に接続することによって生き延びてい
くニューロンのネットワークである。このネットワーク
の範囲は，機能分化に対応するものではなく，必要とさ
れる機能性よりもはるかに広い範囲で生存している。（2）
そのため機能性から見たとき，その機能性を担うための
潜在的な回路は，複数個併存していると考えられる。そ
れだけではなく後に消滅していくような回路も形成され
る。たとえば共感覚のように，音と色が恒常的に対応し
ている回路が形成されたままで，後の音と色の感覚質の
分化がうまく進行しないような場面もある。通常感覚質
は，独立になっていくが，にもかかわらず弱い連動が残
り続けている場合がある。それが共感覚者と呼ばれてい
る。（3）手足の動きや初頭の認知のような機能性が確保
されるのは，新たなネットワーク回路が形成されること
に対応するが，それらは「おのずと実行可能」なような
「自動化の回路」に再編される。この局面が「能力」の
第一の要点であり，「おのずとできる」という事態に相
当する。この場面を観察者は，発達段階の区分だと観察
することが多い。（4）この再編の一面が身体運動面での
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馴化であり，この馴化は身体運動がおのずと要素単位を
持ち始める場面に対応している。もう一つの面が認知的
な「枠」の形成である。枠というのは，たとえば視覚で
あれば，視野の左右対称性や視野の奥行きのような個々
の認知に同時にともなっている，まなざすことの条件の
ようなものである。哲学では，こうした条件は一般に
「超越論的条件」と呼ばれてきた。個々の認知的経験で
はなく，しかも個々の認知的経験に同時にともなってい
るのだから，個別認知とは異なるレベルにあり，また個
別認知とともに作動しなければならない。つまりこうし
た能力の形成後には，個別認知はつねに二重に作動して
いる。（5）ひとたび認知や動作の枠が形成されてしまえ
ば，個別の認知や動作は生物的なコスト削減の本性にし
たがって，最短で進行するようなプロセスが獲得される
と予想される。こうした動作の単位や認知の枠のような
能力の形成が進行しない限り，次の動作や認知の形成は，
容易には進まない。というのもそのつど一からの動作や
一からの認知を実行しなければならないからである。こ
の場面で，神経系の作動の二つのモードが明確になる。
動作や運動のようなそれじたいで動くものは，必ず単位
を形成する。まばたきとか寝返りでも，ひとつながりの
動きのまとまりはある。このまとまりは無理に分割しよ
うとすれば，動きの一部にはならず何か別のものになっ
てしまう。多くの場合には，不必要なほどの緊張を帯び
る。こうしたまとまりは次のまとまりに接続しようとす
るとき，それぞれに選択肢がある。歩行という動作も，
次の一歩へと進むこともできれば，停止することもでき，
場合によっては前に進めた足を元に戻すこともできる。
認知の場面では，ある種の普遍項が形成される。この普
遍項は，認知的コストの削減に寄与するために，普遍項
を獲得すれば，およそすべての認知に広範に活用される。
動作では，おのずとひとまとまりの単位が形成され，認
知ではいわゆる「意味」が形成される。動作の単位や認
知の枠のような能力の形成がなされれば，その内部での
動作の別様性や認知の詳細さは，比較的容易に形成され
る。（6）動作の単位や認知の枠の形成とともに，そこで
進行する個々の動作や認知は，「そうでないこと」「しな
いこと」の可能性を獲得する。別様に動作できることと，
ある物を認知しないことが可能になる。ここが一般にシ
ステムの「遊び」と称されるものであり，恒常的な選択
性の場所であるが，システムの機能性から見たさいには
「抑制」である。こうした仕組みは，さらに細分化され，
詳細に展開することができる。
こうした神経系から再編される論理は，見かけ上発達
の観察事実を語ってはいないように思われる。だが個々
の観察に含まれる「機能性」の成立や，「能力」の出現
を語るさいには，すでにどこかで前提されている論理で
もある。あるいはこうした論理を一方では手にしながら，

実際の発達の現場観察を行うことで，より詳細でより行
きとどいた観察を可能にするものである。しかも脳性麻
痺のような発達障害を観察する上で，それらの症状の多
様さに対応する観察を行うためには，欠くことのできな
い論理である。個体全体から見て，こうした論理は，「そ
れ自体」のなかに含まれるメカニズムなのである。
第二に，発達に含まれる形成プロセスの仕組みについ

て考案しておきたい。この場面での論理は，生成の仕組
みを考えるさいに不可欠なものである。発達について語
ろうとすれば，いずれにしろ時系列に配置される複数個
の事象の間の関連として捉えるよりない。一般にそれが
発達心理学の課題だと呼ばれる。自分自身の過去にも，
自分の発達の姿を時系列的に配置して，みずからの前史
として知ることはできる。思い起こすことできない過去
を思い起こすように時系列を組み立てるのである。この
時系列に含まれるのが，「物語」である。だがシステム
そのものは，そうした時系列に合致するように，成長し
てきたわけでもなければ，そこへ向かってきたわけでも
ない。ここに発達のプログラムや形成プロセスにかかわ
る観察者の問題が含まれている。それを論理的に説明す
る前に，典型的事例を出しておきたい。
家を建てる場合を想定する。十三人ずつの職人からな

る二組の集団をつくる。一方の集団には，見取図，設計図，
レイアウトその他必要なものはすべて揃え，棟梁を指定
して，棟梁の指示通りに作業を進める。あらかじめ思い
描かれた家のイメージに向かって，微調整を繰り返しな
がら作業は進められる。もう一方の十三人の集団には見
取図も設計図もレイアウトもなく，ただ職人相互が相互
の配置だけでどう行動するかが決まっている。職人たち
は当初偶然特定の配置につく。配置についた途端，動き
が開始される。こうしたやり方でも家はできる。しかも
職人たちは自分たちが何を作っているかを知ることなく
家を作っており，家が完成したときでさえ，それが完成
したことに気づくことなく家を建てている。実際ハチや
アリが巣を作るさい，あらかじめ集まって設計図を見て
いたということは考えにくく，またそうした報告もない。
ここには二つのプログラムが，比喩的に描かれている。
認知的な探索プログラムは，前者の第一のプログラムに
相当する。そのため対象を捉えるさいには，第一プログ
ラムにしたがう。それが認知や観察の特質であり，目的
合理的行為を基本とする。ところがシステムそのものの
形成運動は，第二の後者のプログラムにしたがっている。
形成運動を，対象認知のプログラムのように捉えるこ
とはできない。また対象制御能力のように捉えることは
できない。形成運動は，初期条件と結果との関連で設定
されはせず，それじたいでの形成可能性をつねに含む。
ただこの場面では，自己組織化についても同じことが言
える。実際ヴァレラ（Varela, F., 1946̶2001）は，師のマトゥ
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ラーナ（Maturana, H., 1928̶）の考案したこの建築の隠
喩を，自己組織化のプログラムを示すものだと考えてい
る。
この建築の隠喩は，現在人間が手にしている生成プロ
グラムそのものが，理論モデルの選択を狭く設定しすぎ
ていることを示唆している。発達は，到達目標に向かう
ようになされるわけではない。ただし結果として，副産
物としての「家」ができるように，みずからの生成プロ
セスを進行させていく。たとえば神経システムの作動か
らすれば，このシステムはまさに作動を継続しているだ
けであり，世界内でみずからを有効に機能させようとし
たり，みずから自身を高めようなどとはしない。たとえ
結果として，そうしたことが起きたとしても，神経シス
テムがそのようになろうとしたのではない。こうしたこ
とが，発達障害児の治療に決定的に効いてくる。という
のも発達障害児は，みずからに何かが欠けていると感じ
ることはなく，発達が障害されていると感じることもな
く，それ自体で固有に生きているだけだからである。
発達障害の治療では，観察者から見て，定常発達から
外れた能力や機能の分析が行われる。そしてそうした能
力や機能を付け足すように治療的介入が行われること
が，一般的である。ただし中枢性の障害では，神経系は
付け足しプログラムのような生成プロセスを経ることは
ないので，欠けている能力を付け足すような仕方は，まっ
たく筋違いである。ただし治療である以上，治療目標を
もたなければならない。この治療目標の設定は，第一の
プログラムに相当する。ところが第一のプログラムに沿
うように治療設定したのでは，形成プロセスを誘導する
ことはできない。そこで治療目標を決めて，一度それを
括弧入れする。そして形成プロセスを誘導できる場面で，
形成プロセスを進め，結果として「目標」がおのずと達
成されるように組み立てることが必要となる。
観察から導かれた発達の図式は，システムそのもの，
個体そのものの行為をつうじて実行されたことではな
い。それは結果として到達された事態を，時系列的に配
置したにすぎない。だがそれは，現実の自己形成に疎遠
な外的図式として，括弧入れされ，別の回路で形成され
るべき「目安」として必要とされるのである。発達の図
式は，観察者から見たとき，図式で示され，配置されて
しまう否応のなさとして，治療設定の手掛かりとなるの
である。
一般的に考え直すと，第一のプログラムは，人間にとっ

てとても根深いもので，現に人間の行為がほとんどその
ように営まれていることからみて，行為のなかに染み込
んでしまっている。このプログラムにしたがって作動し
ているのは，大まかな区分によれば，知覚，言語，思考
である。いずれも線型性を基本としている。知覚のなか
に含まれる志向性は，ここから向こうへ向かう傾向をも

ち，その特質の形式性をフッサールは，ノエシス̶ノエ
マのような線型の関係として取り出している。いずれも
対象や現実をわかることを基本にしており，わかってか
ら二次的に行為もしくは行動に接続される。また第二の
プログラムにしたがって作動するのは，感覚，感情，身
体，行為，その他の一切の形成運動である。身体の形成
や行為の形成を本来第一プログラムで教えることはでき
ない。しかし教育であれば，誰にとっても同じ解答がえ
られ，同じような手順を踏んで，同じ結果が出せること
が基本になってきた。これは能力の形成で言えば，知覚，
思考の形成には適合的であっても，他の能力の発現を大
幅に制約している。
観察そのものが知覚や思考を用いて行われる以上，発
達の事実観察は第一のプログラムに沿うように編成され
てしまう。ところがまさにそれを一方で知りながら，な
おそれじたいを括弧入れし，第二のプログラムに沿うよ
うに，教育や治療の課題設定を行うことはできる。そし
て発達障害児を，そうした状況に置くような治療設定は
可能なのである。そのことをソレイユ川崎の理学療法
士・人見眞理は，心理学用語を「転釈」しながら，「デュ
アル・タスク」だと呼んだ（人見，2009，2010）。ここ
には優れた直観が含まれている。というのもこうした大
掛かりな議論の運用を経ることなく，彼女は現場の感覚
からそうした手法を確立してきたからである。要点は，
介入的に形成しようとする能力を直接誘導するのではな
く，別のより簡便な課題を実行させながら，能力形成を
同時遂行課題とするのである。それは被治療者にとって
も，何が行われる課題かを薄々知りながら，同時にそれ
と連動する課題に間接的に取り組むことである。あるい
は課題の内容を知りながら，課題そのものを意識の直接
的制御が及ばない場面で行うことである。
こうして発達論の難題が，どこに根をもつのかがおよ
そ確認できたと思われる。発達論の図式がひとたび括弧
に入れられたとき，発達を誘導する治療的介入（あるい
は教育）は，一義的に決定することができない。そこに
は多くの試行錯誤がともなう。発達の段階図式は，括弧
に入れられるべき「目安」の提示にすぎない。それはあ
る意味で「必要悪」とも言ってよい，避けて通ることの
できない立論である。それはなしですますわけにはいか
ないが，成立すれば当惑するほどの拘束力をもつ。実際，
発達図式論へのほどよい距離感を形成するには，自分自
身の経験を組み替えるほどの訓練が必要だと思われる。
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多賀　厳太郎
（東京大学大学院教育学研究科）

胎児期から乳児期の脳の発達に焦点を当て，脳のマクロな構造とネットワーク形成に関する解剖学的
変化，脳が生成する自発活動と刺激誘発活動の変化，脳の機能的活動の変化について，近年の脳科学研
究でわかってきた知見を俯瞰する。それを基に，乳児期の行動発達の動的な変化を理解するための，脳
の発達に関する 3つの基本原理を提案する。（1）胎児期の脳では，まず自発活動が生成され，自己組織的
に神経ネットワークが形成された後で，外界からの刺激によって誘発される活動が生じ，さらに神経ネッ
トワークが変化する。（2）脳の機能的活動は，特定の機能に関連しない一般的な活動を生じた後で，特定
の機能発現に専門化した特殊な活動に分化する。（3）脳ではリアルタイムから長期的な時間にわたる変化
まで，多重な時間スケールでの活動の変化が生じるが，異なる時間スケールの間の相互作用機構を通じて，
構造と機能とが共に発達する。このように脳の発達は極めて動的な変化であり，段階的に見える行動の
発達も，脳，身体，環境の相互作用から生じる創発的な過程であると考えられる。
【キー・ワード】　脳，自発活動，機能分化，多重時間スケール

発達科学と脳科学

乳児の初期の発達に関する研究の歴史において，まず，
行動発達に関する現象論の確立（McGraw, 1943; Gesell, 

1945）や，Piaget（1948 /1978）による発達心理学の体
系化がなされた。一方，学習機構に重きをおいた行動
分析学の適用が乳児研究に試みられたものの（Skinner 

1938），その限界は認知科学のアプローチによって刷新
された。そして，乳児に適用可能な実験手法を用いた
膨大な研究は，乳児には生まれながらにして，様々な
能力が備わっていることを明らかにしてきた（Bremner, 

1994 /1999）。さらに，最近 10年間に，脳科学の手法
が導入され，成人で研究されてきた知覚や認知に関わ
る脳内機構が乳児でも調べられるようになってきた
（Johnson, 2005）。このように説明すると，乳児の発達研
究は，行動から認知機構まで脳の仕組みを含めて理解が
進み，研究分野としては成熟して当初の目標の終盤に近
づいているという印象さえ受けるかもしれない。しかし，
このような見方は皮相的なものである。発達という現象
が本来持つ生成的な過程の機構を問うたとき，生態心理
学からのアプローチ（Gibson, 1969），動的システム論を
基盤にして変化の法則を理解しようというアプローチ
（Thelen & Smith, 1994）などがあるものの，我々の発達
に関する理解はきわめて不十分である。一方，脳，身
体，環境，社会等のそれぞれのダイナミクスについての
理解が深まり，それらが相互作用することで創発される
システム全体の振る舞いとして，乳児の発達を調べられ

るようになってきた（多賀，2002）。その意味では，よ
うやく当初の問いに答えるための研究を開始できる準備
が整ってきたと考えられる。
そもそも，行動発達に関する研究の先駆者達である，

McGraw（1943） や Gesell（1945）の問いは，一定の順
序や段階に従って発達する行動を，脳の発達段階ととも
に理解したいというものであった。近年の発達心理学に
おける，乳児の心的状態の生得性や複雑性を重視する立
場からすると，McGraw（1943）や Gesell（1945）のア
プローチは，発達を脳の成熟に還元するものであるとみ
なされがちであるが，彼らの当初の問いは，脳も動的に
発達するものであり，その変化の法則性が発達の法則性
の基盤になっているという考え方をしているように見
える。特に，Coghill（1933）による動物の胎児の神経発
生と行動発現の研究に強い影響を受けている。McGraw

（1943）は，神経系と行動の発達に関して以下のような
8つの原則を記載している。「（1）皮質下は皮質より早く
成熟し，早くから機能している。（2）誕生時には皮質は
行動を制御するほどには機能しておらず，新生児の行動
は皮質下による。（3）一部の機能は生涯を通じて，皮質
下の制御下にある。（4）新生児の特徴的な行動は，系統
発生の名残りであり，有効性を失う。（5）皮質が発達す
るにつれ，神経筋機能への影響が強まり，皮質下を抑制
する。（6）皮質の成熟は，特定の活動の抑制と他の活動
の出現と統合により特徴づけられる。（7）発達には頭尾
律にしたがって進行する傾向がある。（8）大脳皮質の形
態の発達は領域に応じて異なる」。以上のうち，（2），（4），
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（7）は，必ずしも正しくない考え方が含まれているが，
それ以外は，現時点での脳科学の知見から考えても，お
おむね正しいように思われる。むしろ，現時点での脳科
学でも明確な実証がなされていないことがほとんどであ
ると言った方が正確かもしれない。McGraw（1943）は，
成熟と学習との関係についても，以下のような原理を記
している。「（1）神経機構の準備ができる前に特定の行
動の訓練をすることは意味がない。新たに発達する機能
に関して練習を積むことは，成長過程に内在している。 

（2）もし，適切な時期に十分な機会が得られれば，通常
予想されるよりも早くある機能を獲得することができ
る。（3）神経筋活動のあるパターンから別のパターンへ
の過渡状態は，発達に内在するものであり，無秩序や混
乱として特徴づけられる。（4）スパート，退行，フラス
トレーション，抑制は，複雑な行動発達に必須なもので
ある。（5）成熟と学習は別の過程ではなく，成長の根本
的な過程の別の側面である」。これらの妥当性について
も，現在の脳科学が正確に答えられることは未だ多くな
いのであるが，McGraw（1943）が，行動および神経系
の発達を極めてダイナミックなものとして捉えているこ
とがわかるであろう。そして，こうした原理の妥当性を，
現在検証できる状況になりつつあると考えられるのであ
る。
一方，この数十年間に，馴化脱馴化法や選好注視法
などの行動指標を用いて，発達初期の乳児の知覚や認
知の能力について膨大な研究が行われてきた（Bremner, 

1994 /1999）。現在，乳児の知覚や認知の性質について
我々の持っている概念は，それらの研究を積み上げて構
成されたものに基づいている。しかし，注意しなければ
ならないのは，個々の研究で得られるのは，研究者の仮
説に合う乳児の行動指標が得られるか否かということで
ある。そこで，もし，仮説を支持する結果が得られたら，
背後にある機構はともかく，その月齢の乳児がその能力
を持っているという結論に至るのである。そこで，こう
した知見を積み重ねて行った場合，乳児がより低い月齢
で特定の能力を持つという方向に研究が進んでいく。そ
の結果，生得主義的な傾向が強まり，発達がそもそも生
成的なプロセスなのか，段階的なプロセスなのかといっ
た問いに直接答えることにはならないのである。
では，脳科学が発展し，乳児の脳がどのような状態に
あるのかを同時に調べることができるようになり，発達
に対する我々の理解は大きく飛躍しただろうか。近年急
速に進んだ脳機能イメージング手法が，乳児や児童にも
用いられるようになり，知覚や認知に関連した脳活動
の有無を調べることができるようになってきた（Taga, 

Asakawa, Maki, Konishi, & Koizumi, 2003; Johnson, 2005）。
この場合，特定の知覚や認知に関わる仮説に基づいて課
題を設定し，仮説に合う脳活動があるかどうか，ある場

合には，脳のどの領域にあるかという知見が得られる。
成人の脳機能イメージング研究の多くは，このような手
法に基づいて，脳機能の局在性や特定の機能に関する領
域特異性に関する証拠を蓄積してきた。こうした研究は，
ほとんどブラックボックスであった乳児の脳の仕組みを
知る上で大きな進歩であった。しかし，極論すれば，馴
化脱馴化法を用いた仮説検証型の研究が眼球運動を指標
としたのに対して，脳の計測されたすべてのボクセルの
数だけ新たな指標ができたということになる。もちろん，
成人に見られる特定の脳機能の局在性を乳児でも観察す
ることができれば，それは重要な知見となる。しかし，
どのような機構である機能が生成されるのか，そして，
どのような過程を経て発達してきたのか，を明らかにす
ることが必要である。
以下では，胎児期から乳児期の発達に焦点を絞り，脳
の解剖学的変化，脳が生成する活動の変化，脳の機能的
活動の変化について，それぞれ最新の研究を要約しなが
ら，発達の生成的な側面と段階的な側面について議論す
る。

脳の構造形成

胎児期の脳の構造形成
脳の初期発達は，およそ 4つの段階を経ると考えるこ

とができる。（1）神経細胞の発生，（2）神経回路網の形成，
（3）機能的活動の発現，（4）経験依存性の変化。（1）と（2）
の主要な部分は，胎児期に発達するものであり，（3）と
（4）は主に生後発達する。そこで，胎児期の脳の形態形
成を受胎から見ていくと，4週に，神経板がくびれて神
経管が形成され，6週までには，終脳（大脳），間脳，中脳，
後脳，髄脳，脊髄などのコンパートメントに分かれる。
21週までに，大脳皮質の前頭葉，頭頂葉，後頭葉，側
頭葉を分ける主要な大脳溝ができる。満期である 40週
までに，脳回と脳溝の外形は，成人とほぼ同様になる。
大脳皮質の神経細胞は，脳室層で誕生するが，適当な場
所へ移動することで，整然とした層構造が形成される
（Rakic, Ayoub, Breuning, & Dominguez, 2009）。適切な位
置にたどりついた神経細胞では，軸索と樹状突起の伸張
が生じて，他の神経細胞との間のネットワークが形成さ
れる。大脳における，左右の脳を連結する脳梁のような
交連繊維，同側の脳領域間を連結する連合繊維，大脳と
大脳以外の部分を連結している投射繊維等の白質繊維
は，新生児期までにはおおむね形成されている（Kostović 

& Jovanov-Milošević, 2006）。このように，脳の中枢を構
成する灰白質の折り畳み構造や，ネットワークを形成す
るための白質の神経繊維の配置等は，おおむね生まれる
前に形成されている。こうした脳の構造形成について
は，従来，解剖学によって明らかにされてきたが，近年
は，MRI等の技術が進み，胎児期から乳児期の脳の発
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達の画像化が可能になってきた（Huang et al., 2009; Hill 

et al., 2010）。胎児期の脳の構造形成は，もちろん遺伝
子の発現によるものではあるが，後で述べるように，自
発活動や外界からの刺激によって誘発された活動等の影
響を受けながら進行している可能性がある。その意味で
は，脳の構造形成の過程は極めてダイナミックで創発的
であると言える。
乳児期の脳の構造形成
生後の神経系の発達において生じる顕著な変化は，シ
ナプス生成である。シナプス生成は，胎児期にも生じ
ているが，最も変化が大きいのは，生後 1年間である
（Huttenlocher,  2002）。シナプスの形成過程は，ヒトの
場合，脳の領域ごとに異なると考えられている。例えば，
一次視覚野では，試算によれば，生後数ヶ月の時期には
実に 1秒間に 10万個という爆発的なスピードでシナプ
スが新たに形成される。そして，生後 6～8ヶ月にかけて，
シナプスの数は最大になり，その後シナプスは刈り込ま
れる。一方，前頭前野等の領域では，シナプスの数は 3

歳ごろまで増え続け，その後減少に転じる。大脳皮質に
おいては，シナプス数が最大になる時期は感覚野や運動
野で最も早く，感覚連合野から高次の連合野へと階層性
の高い領域ほど遅くなる。このことから，脳の領域に応
じた段階的なシナプス生成と刈り込みが，発達の段階的
な進行に関係していると考えられてきた。このような過
剰な生成と刈り込みという現象は，神経系の発生過程に
おいて広く見られる現象であり，神経細胞や軸索に関し
ても，生まれる前の早い段階で生じると考えられている
（Innocenti & Price, 2005）。生後のシナプスの顕著な変化
は，外界からの刺激を受けながら，機能的な神経回路網
を形成するために重要であると考えられるが，特に，要
素を初期にランダムに生成した後，環境との相互作用に
よって，淘汰・選択するというダーウィニズムの枠組
みでの説明がなされている（Changeux, 1985; Edelman, 

1989）。例えば，神経細胞と筋肉との間の接続を形成す
るような発達過程では，適切な入力を受けられない細胞
や不必要なシナプスを選択的に削除することで，整然と
並んだ神経筋接合部を形成するといった現象を良く説明
することができる。しかし，脳の神経回路網の形成にお
いては，どのような単位で選択が起きるのかよくわかっ
ていない。また，シナプスの生成と刈り込みはどんな時
期にも同時に起こることが示されており，シナプスの正
味の数は，ある時期までは増えてそれ以降は減るように
見えるだけで，過剰生成期と刈り込み期という 2つの段
階があるわけではないという可能性も考えられる。
髄鞘（ミエリン）は，軸索のまわりを覆う絶縁性のリ
ン脂質の層で，神経伝達速度を飛躍的に増加させるが，
胎児期にその形成が始まり，脳の領域に応じて，髄鞘化
する時期が異なることが昔から良く知られている。特に，

感覚野・運動野から感覚連合野，高次連合野，と脳の階
層性に対応する順序で髄鞘化されるため，髄鞘化の順序
が段階的な発達を決めるという考え方が示されている。
最近，MRIによって，乳児期の髄鞘化の様子を画像化
する研究も行われている（Deoni et al., 2011）。しかし，
髄鞘化は比較的ゆっくりと進行する過程であり，生後す
ぐにめまぐるしく変化する行動の発達を髄鞘化だけで説
明することは難しいと考えられる。

発達期の脳の自発活動

神経系の活動には一般に，自発活動と刺激誘発活動と
がある。様々な機能を発現するのに必要な活動を作り出
すことのできる神経回路網が発達するためには，自発活
動を作り出すような内在的な機構と外部からの感覚入力
によって誘発されるような外在的な機構と，どちらがよ
り基本的なものであろうか？　神経回路網研究に大きな
影響を与えた Hebb （1949 /2011）は，半世紀以上前に，
次のようなことを述べている。「最初期の学習はきわめ
てゆっくり起こり，成熟期の学習と根本的に異なる。知
覚学習が成立するためには，感覚刺激の反復によって連
合野の活動に一貫した活動が生じることが必要だと考え
られる。連合野の活動に一貫性を生み出す要因として，
皮質活動の内在的機構化が考えられる。これは感覚事象
によって引き起こされる機構化とは全く異なり，大きな
細胞集団の中で多くの細胞が律動的に発火しているよう
な機構化された自発活動であり，皮質において感覚野の
大きさに対して連合野の大きさが占める割合が高いほど
機構化に時間がかかる」。このように，Hebbは発達期に
おける自発活動の重要性を認識しており，外界からの刺
激に依存した学習との違いを明確に述べている。
胎児の自発運動
実際に，胎児期の神経系ではまず自発活動が生成され，

その後で，刺激誘発活動が生成されるようになるという
段階がある（Khazipov & Luhmann, 2006; Blankenship & 

Feller, 2010）。例えば，胎児の胎動はその時点での神経
系の活動を反映して生成されると考えられるが，最初に
現れるのは自発的な運動であり，刺激によって誘発され
る運動（すなわち反射）は，後から生じる。超音波を用
いた胎児の観察によれば，10週までには，四肢をふく
む身体全体の自発運動（これを general movementsと呼
ぶ）が生じる（de Vries, Visser, & Prechtl, 1982）。そし
て，こういった胎児期の初期の運動は，脳幹・脊髄の
central pattern generator（中枢パターン生成器）による
もので，基本的には感覚入力を必要とせずに自発的に生
成されると考えられている。出生後数ヶ月の運動も，自
発運動が大部分を占めており，運動が刺激による反射か
ら随意運動へと発達するという考えは誤っており，自発
運動に始まり，そこに刺激誘発性の運動が加わり，随意
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運動へと変化していくというのが運動発達の基本だと考
えられる（多賀，2002）。
胎児期の大脳皮質の自発活動
一方，大脳皮質の発達過程においても，まず自発的な
活動を生成する神経回路網が形成され，感覚刺激は後か
ら入力されるようになる（Khazipov & Luhmann, 2006）。
興味深いことに，サブプレートニューロンと呼ばれる神
経細胞の層は，発達の初期には大脳皮質の主要な部分を
占め，自発的な活動を生成するが，外界からの刺激を伝
える視床皮質経路がシナプス結合を形成し，刺激誘発活
動が現れるようになると，サブプレートは次第に減少し，
新生児期には消失してしまう（Moore, Zhou, Jakovcevski, 

Zecevic, & Antic, 2011）。このことから，サブプレート
ニューロンは，外界からの刺激に依存せずに，大脳皮質
の神経回路網を形成するのに重要な役割を果たしている
と考えられている。これらのことから，胎児期における
基本的な神経回路網の形成は，自発活動を介して自己組
織的に進行すると考えられる。そして，内在的な機構に
よる神経回路網の形成がある程度進んだ段階で，外部か
らの入力に依存した発達が進行すると考えられる。神経
回路網の形成には，このような段階があるのである。
生後の感覚刺激と可塑性
生後の発達において，外部入力は神経回路網の発達に
大きな影響を及ぼす。古くから知られているように，生
後，通常の外部入力がない環境で育てられると，神経回
路網のはたらき方が変わってしまう。例えば，ネコの視
覚野には，右眼からの入力に反応する神経細胞と左眼か
らの入力に反応する神経細胞が，それぞれコラムと呼ば
れるような円柱状の領域にまとまって存在し，それらが
皮質上に並んで「眼優位性コラム」を形成している。生
後，片眼からの入力がない状態で育てられると，入力の
ある側の眼優位性コラムが拡大し，入力のない方の眼優
位性コラムは縮小し，視力に永続的な影響をもたらす。
このような発達初期の神経回路網の大規模な変化が生じ
る性質は，可塑性と呼ばれる。ただし，眼優位性コラム
の基本的な構造は胎児期に形成され，視覚入力は初期の
構造形成には必ずしも必須でないことも明らかになって
いる（Katz & Crowley, 2002）。したがって，神経回路網
の原型は，感覚入力の乏しい胎児期に自己組織的に形成
されるが，生後の膨大な感覚入力によって初めて神経回
路網が機能するようになり，使われない神経回路網が，
良く使われる神経回路網に取って替わられるといった可
塑的な変化が生じる。
生後の脳の自発活動
では，神経回路網の原型は，いかにして作られるので
あろうか？　その詳細は明らかになっていないが，自発
活動の生成機構の解明がその鍵を握っていると考えられ
る。そもそも，自発活動は，胎児期だけでなく，発達期

はもちろん，成人でも重要な役割を果たしていると考え
られる。特に，重要なのは，睡眠という現象である。睡
眠時には，感覚入力が乏しく，脳の自発活動が顕著に生
じる。成人において，睡眠は，単に脳の休息状態でなく，
覚醒時の経験による学習や忘却などに必須の役割を果た
していることが知られており，神経回路網の形成，維持，
可塑性などあらゆる側面に関与していると考えられる。
そして，胎児はもちろん，新生児や乳児が一日の大半を
睡眠に費やしていることは，神経回路網の発達に，自発
活動が重要な役割を果たしていることを示唆している
（Hobson, 2009）。早産児，新生児，乳児の睡眠中の脳波
（EEG）の時間的パターンは，発達にともなって変化す
る。特に，早い時期ほど，低振幅の非活動状態と高振幅
のバースト状の活動状態との間を不連続に遷移するよう
な特徴のあるゆっくりとした時間的変動が見られる。一
方，機能的磁気共鳴画像（fMRI）のようなイメージン
グ手法を用いて，自発活動を作り出しているネットワー
クの様子が明らかになってきた（Fransson et al., 2007; 

Doria et al., 2010）。自発活動は無秩序に生じているので
はなく，機能的に関係のある領域がまとまって同期して
活動する（Sporns, 2011）。
自発活動の乳児期初期の発達
近赤外分光法（NIRS）を用いた研究では，自発活動

を生じるネットワークの発達過程の動的な側面が明らか
になっている（Homae et al., 2010）。特に，満期で出生
してから最初の 3ヶ月間に，左右の皮質の相同部位が同
期して活動するようになる。これは，左右の脳の相同部
位間の連絡を担っている脳梁繊維を介したシナプス結合
がこの時期に急激に発達したことを反映していると考え
られる。ところが，同じ時期に，前頭前野の領域同士の
活動の同期性は減少する。高次連合野では，胎児期に同
期活動を担うサブプレートニューロンが生後比較的遅く
まで残存していることが知られており，自発活動は主に
これらの変化を反映しているのかもしれない。また，前
頭葉と側頭葉や登頂葉とを連絡している長距離の結合
は，新生児から 3ヶ月までの間に一度弱くなってから，
3ヶ月から 6ヶ月の間に増加する。このような長距離結
合は，注意や言語のような認知機能と深く関わっている
が，どのような仕組みで，このような U字型の変化を
たどるのかは，まだよくわかっていない。このように，
新生児期までには，脳の構造の原型はできあがっている
ものの，自発活動を生じるネットワークには，特に生後
3ヶ月までにダイナミックな変化が起き，その後も変化
し続ける。脳は，睡眠時には自発活動を生成する一方，
覚醒時には膨大な感覚入力を受けながら外部世界と相互
作用する。そうした睡眠覚醒サイクルの中で，シナプス
形成や刈り込み等も進行し，機能的な神経回路網が発達
していくと考えられる。
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乳児期初期の行動・認知と
脳の機能的活動の発達

視覚の発達と脳の機能的活動の発達
大脳皮質には，感覚野，運動野，感覚連合野，高次連
合野等，解剖学的にも機能的にも階層性がある。例え
ば，視覚に関しては，形や動きや色など様々な特徴の並
列処理，顔や物の知覚，注意や記憶といった多様な認知
機構が関わっているが，それぞれの機能に関連した活動
が特定の皮質領域に見られる。大脳皮質を多数の機能モ
ジュールのネットワークと見なすことができるとした
ら，このようなシステムはどのように発達するのであろ
うか。視覚の発達に関する行動研究によれば，新生児は
ある範囲で基本的な視覚の能力を示すが，生後数ヶ月の
間に視覚の能力は飛躍的に発達する（Atkinson, 2000）。
こうした視覚の発達に関連して，大脳皮質の機能領域は，
脳全体のネットワークの中でどのように発達するのだろ
うか。特に，視覚野，視覚連合野，高次連合野といった
階層的なネットワークの中で，階層性の低い領域から段
階的に発達するのか，それとも，脳のあらゆる領域が共
時的に発達するのだろうか。すでに述べたように，新生
児の時点で，大脳の灰白質や白質のマクロな構造は形成
されているものの，生後数ヶ月においては，シナプスの
形成が劇的に進行している最中であり，髄鞘化もまだ十
分に完成していないことから，知覚や行動の劇的な変化
は，脳の機能的な活動の変化と相関して観察されると考
えられる。

NIRSを用いたイメージング研究により，覚醒した乳
児の皮質活動を計測することが可能になってきた（Taga, 

Asakawa, Maki, Konishi, & Koizumi, 2003）。そこで，視
覚に関連した大脳皮質の機能的活動が，劇的に変化する
例を挙げよう（Watanabe, Homae, & Taga, 2010）。例えば，
覚醒した 2ヶ月児が，モビールのおもちゃの映像と，反
転する白黒のチェッカーボード刺激とを注視していると
き，後頭葉の視覚野から，後頭葉外側部の視覚連合野，
さらには，前頭前野にいたるまで，広い脳領域がどちら
の刺激に対しても反応を示す。同じ刺激を 3ヶ月児に
与えた時，視覚野は両刺激に対して同じような反応を示
す。ところが，視覚連合野や前頭前野等は，豊かな色，
形，動きを持つおもちゃの映像により強く反応するが，
チェッカーボード刺激には強く反応しない。このことは，
生後 2ヶ月から 3ヶ月の間に，視覚野と連合野とが機能
分化することを示している。そして，興味深いことに，
機能分化する前の連合野は，反応しない状態から発達す
るのではなく，どんな刺激に対しても反応する状態から，
特定の刺激にのみ反応するように変化していく。これを
一般化すると，知覚に関わる脳活動は，発達にともなっ
て一般的な応答から特殊な応答へと分化すると言えるで

あろう。したがって，脳の機能的発達は，機能があらか
じめ定まっているモジュールを組み合わせて全体として
統合されたシステムを作るのではなく，全体として統合
された状態を保ちつつ，特定の機能を持つモジュールを
分化させる過程であることが示唆される。
言語発達
言語の脳内機構とその発達については，急速に研究が
進んでいる。言語を知覚したり生成したりするには，極
めて多くの処理が必要であり，古くから，左半球のブロー
カ野やウエルニッケ野だけでなく，脳の広範なネット
ワークを必要とすることが明らかにされてきた （Hickok 

& Poeppel, 2007）。乳児が言葉を初めてしゃべりだすの
は 1歳を過ぎてからであるが，それよりずっと早くから
言葉の理解が進んでおり（Kuhl, 2004），新生児期ある
いは胎児期から，一定の知覚能力を示すことが知られて
いる。そうした初期の能力を司る領野が新生児や胎児の
脳にすでにあるのか，それとも生後の発達を通して徐々
に形成されるのかは重要な論点となっている（Mehler 

& Dupoux, 1993 /1997）。NIRSを用いた新生児の研究に
よれば，音声を普通に再生した場合と逆回しに再生した
場合とを比較すると，側頭葉が普通の音声刺激により強
く反応する（Pena et al., 2003）。3ヶ月児では，抑揚の
ある普通の音声を聞かせると，左右両半球の側頭葉の聴
覚領域で同程度の反応が見られるが，普通の音声と人工
的に抑揚をなくした平板な音声とを与えた場合の反応を
比較すると，右半球の側頭頭頂領域が抑揚のある普通の
音声により強い反応を示す（Homae, Watanabe, Nakano, 

Asakawa, & Taga., 2006）。ところが，10ヶ月児では，同
じ右半球の側頭頭頂領域が，平板な音声に対してより強
い反応を示すようになる（Homae, Watanabe, Nakano, & 

Taga, 2007）。これらは，遅くとも生後 3ヶ月までには，
韻律情報の処理に関する機能分化があること，さらには，
10ヶ月までには，韻律情報の差異に対して経験に応じ
た反応ができるようになることを示唆している。一方，
乳児は，単語の理解にとって必須である音韻情報の違い
にも感受性が高いことが知られているが，言語ごとに異
なる母音の差異に対して，生後 13ヶ月以降で，左半球
優位な活動が見られる（Minagawa-Kawai, Mori, Naoi, & 

Kojima, 2007）。このように，乳児期初期から言語情報の
処理に必要な皮質機構が存在するが，そうした機構は経
験依存的に変化するものであり，言語処理に必要なモ
ジュールが生得的に備わっているわけでないことを示唆
する。さらに，3ヶ月児において音声の韻律情報の違い
に敏感であった右半球側頭頭頂領域は，ピアノ音の配列
の違いに対しても敏感であることが明らかになっている
（Homae, Watanabe, Nakano, & Taga, 2011a）。このことか
ら，言語と音楽が共通の基盤を持ち，発達過程において
それぞれの能力が分化していくという仮説も考えられる。
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多重時間スケールの脳活動
乳児が環境からの様々な影響のもとで学習し，自らを
変化させていくための必要条件の 1つは，脳が多重な
時間スケールで活動していることであると考えられる。
NIRSで観測される神経活動を反映した脳血流変動にお
いても，最も短い時間スケールでは，刺激に誘発された
活動が，脳領域ごとに数百ミリ秒から数秒の時間差で
生じる（Taga, Watanabe, & Homae, 2011; Watanabe et al., 

2011）。また，同じ刺激が繰り返されると馴化が生じ，
新規な刺激に対して脱馴化が起きるといったことが，乳
児の行動の特徴として良く知られているが，これに対応
した数分のオーダーで生じる変化が前頭前野で見られる
（Nakano, Watanabe, Homae, & Taga, 2009）。さらに，音
声刺激を与えられた後，無刺激の状態になっても，音声
の処理に関わっていると考えられる前頭側頭間で自発活
動の同期性が強まる（Homae, Watanabe, Nakano, & Taga, 

2011b）。このように，リアルタイムで生じた活動は，脳
の領域ごとに，より長い時間スケールの変動を持った活
動を引き起こす。そして，睡眠中に生じる自発活動は，
さらに多重な時間スケールの活動を組織化して，学習の
成立などに寄与している可能性があると考えられる。従
来，乳児期初期の記憶能力は限られていると考えられ
てきたが，モビール課題のような条件を整えれば，長
期記憶も可能であることが示されている（Rovee-Collier, 

Hayner, & Colombo, 2000）。モビール課題を用いた行動
学習では，モビールを自ら動かして遊ぶか，動いている
モビールを観察するかという行為を，環境の状況に応じ
て分化させることが生後 2ヶ月から 3ヶ月の間にできる
ようになる（Watanabe, Homae, & Taga, 2011）。こうした
行動や学習の質的な変化（しばしば段階的に見える変化）
が，多重な時間スケールで生じる脳の自発活動を通じて
どのように獲得されるかは，脳の構造と機能の発達の原
理を理解する上で，今後明らかにされるべき課題である。
おわりに
脳の発達についての最近の研究を著者の視点で整理

し，行動発達の機構との関連を議論してきた。特に，脳，
身体，環境は，いずれも極めて動的に変化するシステム
であり，そこで生じる現象を，その時点でのあらゆる要
因が関与して創発的に生成されるものとして捉えようと
してきた。すなわち，脳の構造が脳の活動を決定すると
か，行動は脳によって決定されるといった単純な因果関
係は成立せず，むしろ，相互に関係しあっている。した
がって，発達するシステムを外部から観察すると段階的
な変化が生じたように見えるかもしれないが，そこには，
内在的な機構も環境との相互作用も含まれているのであ
る。ただし，発達においては，1つの細胞から分化して，
複雑なシステムとしての個体を作り上げるという強い条
件が，変化の方向性を与えていると考えられる。すなわ

ち，システム全体としての統合を保ちながら，構成要素
を機能分化させるという拘束条件のもとで，変化が生じ
るのである。そのために，胎児期から乳児期初期の脳の
発達については，次の 3つの原理にしたがう変化がある
と考えられる。（1）自発活動は刺激誘発性活動に先立つ。
（2）一般から特殊の方向へ機能が分化する。（3）多重な時
間スケールの活動の相互作用によって構造と機能とがと
もに発達する。
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Kostović , I., & Jovanov-Milošević , N. （2006）. The 
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佐々木　正人
（東京大学大学院教育学研究科）

乳幼児が屋内で出会う複数の段差が行為に与えることについて縦断的に観察した。観察した段差は，ベ
ビー布団と床との縁，床上の建具突起，浴室や洗面所への境界にある段差，ベッド，ソファー，父親の膝，
子ども用イス，階段であった。各段差はユニークな性質をもつことを，乳児の行為の柔軟性が示した。素材，
高さ，形状，周囲のレイアウトの中での位置などから，各段差の意味について考察した。42の事例から
この時期の段差にまつわる行為を記号化し，それを一枚の図に表示した（Figure 23）。段差と行為からも
たらされる系は，「落下」，「繋留」，「飛越」に大別できることが明らかになった（Figure 24）。3種の系を
発達の図にマッピングして（Figure 25）考察した。これらの段差に包囲されることが，移動を開始する
までの 0歳児の行為の発達に多様性と制約をもたらすことが示された。
【キー・ワード】　乳児，段差，落下，行為の柔軟性，環境―行為系

問　　　題

ヒトにとって周囲の地面や床にある凹凸のつくる段差
は移動にかかせない環境の性質である。山ならば，段差
を発見し続けることで頂上にたどりつき下山できる。移
動する者にとって段差は，周囲に膨大に散在している行
為の資源である。ふつう，多くのヒトは比較的平らな場
所で暮らしている。家の周辺や屋内は平たくされている。
移動が容易だからである。しかし，そこにもかならず段
差がある。住居の床の縁や，大小の家具が段差をもたら
している。さらに，屋外では，公園や道路など，街中が，
多種多様な段差に満ちている。ヒトはこれらの段差に包
囲されて生活しており，そこで発達する。本稿は，この「包
囲する段差」が，発達初期の乳児にもたらしていること
について「環境の性質を多数の行為で記述する方法」を
用いて検討する 1）。

方法：分析対象

分析には「動くあかちゃん事典」（佐々木（2008））を
用いた。筆者らが作成したこの「行為事典」は，2001

年秋に誕生した 2名の男児の 3歳までの日常生活を，自
宅屋内と周辺で，養育者（主として母親）がデジタルビ
デオカメラで撮影した映像を元に作成されたものであ
る。ビデオ記録は，ほぼ 1週間に 1時間撮影され，その
総計は約 150時間あった。そこから，平均 1分間の動画
クリップを 940抽出し収録した。抽出された動画の総時
間は約 16時間である。事典は，月齢，名前，キーワー
ドで，and /or検索できるデータベースとして構成され
ている。本稿で分析したのは，第一子として誕生したＫ

児と「段差」のキーワードの両方から検索して得られた
動画である（数個の例外を含む）。
本稿で分析した 9つの「段差」のあるＫの育った住居

（アパート一室）の平面図を Figure 1に示した。玄関（▼）
から直接，ダイニングキッチンに入る。そこから洗面所，
さらに，その右奥の浴室に行くためには，やや高い段差
を越え，その先の段差をおりなければならない。キッチ
ンと，ソファーのある居間の間には，曇りガラスの引き
戸があり，床に戸のレール突起がある。居間と一体な空
間をつくりあげているテレビやデスクの置かれている畳
部屋に，誕生後しばらく Kはベビー布団を敷いて寝か
されていた。キッチンの奥にはベッドの置かれた寝室が
あった。Kは成長に伴い，これらの場所を縦横に移動し，
多種の段差に出会った。
母子手帳に記載された K児の身長と体重は以下の通

発　達　心　理　学　研　究
2011，第 22巻，第 4号，357－368

1）本稿では，環境と行為を切り離さずに分析し，記述し，表現する
ことを試みる。つまり環境と行為の「相補性」を問題にする。同
様な目的をもつわが国の研究は，現在，二種の方法を採用してい
る。第一は，「物を多数の行為として記述する方法」であり，第
二は，「特定の機能を達成する行為を，多数の物や場所と関連づ
けて記述する方法」である。佐々木（2011）は最近，第二の方法
を試みた。そこでは，裏返しにされた昆虫が，家の中にある様々
なもの，たとえば，床の縁，ヒモ，葉，棒，紙など 15種の物を
利用して，起き上がるまでの過程を分析し，虫に姿勢の背腹転
換という，大きな回転をもたらす，3つの「環境（物）－行為系」
を発見した。本稿では，第一の方法，すなわち物を多数の行為で
記述することをまずは試みたい。この方法は細田（1998）にはじ
まるが，そこでは幼児の砂場遊びを分析するために，「泥」を，「見
る」，「すくう」，「かきまぜる」，「突きさす」，「たたく」，「なでる」
など，16種の行為カテゴリーに分け，それらが複合する時系列
から，砂遊び行為の展開を記述した。

特別論文（原著論文）



　358 発 達 心 理 学 研 究 第 22 巻 第 4 号

りである。誕生時：51 cm，3 kg（以下単位省略）。1ヶ月：
54，4.5。3 ヶ月：63，7。6 ヶ月：70，9。9 ヶ月：75，
10。1歳 6ヶ月：83，11。また事典作成グループが確認
したＫ児の行為の発達上の重要事項の達成日は，リーチ
ングが 2ヶ月 8日目，寝返りが 5ヶ月 18日目（本稿事
例 2），座位が 5ヶ月 22日か 23日目，四つ這い姿勢・ロッ
キングが 7ヶ月 10日か 15日目，ハイハイが 7ヶ月 29

日目，つかまり立ちが 8ヶ月 20日目，つたい歩きが 9ヶ
月 1日目，独り立ちが 9ヶ月 15日目，歩行開始は 11ヶ
月 4日目であった。

結　　　果
事例：段差の出来事
段差ごとにＫ児の行為を記述する。まず事例番号，次に月・

日齢を示し，最後の（　）内に『動くあかちゃん事典』での
動画に付された番号を示す。
〔座布団，ベビー布団，絨毯〕　Ｋがはじめて出会った「段
差」は，誕生後はいつもその上にいたベビー布団と床のつく
る低い段差，あるいはたまたま仰向けに乗せられた座布団と
床の段差。そして移動を開始するとすぐに障害としてあらわ
れた絨毯の縁などである。どれも 3から 5センチ程度の高さ
である。
事例 1）5ヶ月 11日：居間で，やや厚みのある，やわらか

くふくらんだ真四角の座布団に仰向けに寝かされて，哺乳瓶
で麦茶を飲まされる。両手を非対称に，上下へと強く振り，
同時に座布団の外に出ている両足裏を座布団の縁のあたりで
こすり合わせる。座布団の傾斜の上で，このいわゆるジェネ

ラルムーブメント様の急速な四肢の動きを反復すると，次第
にずりさがり，両足が座布団の外に出る。さらにそこで足裏
を擦りあわせる動きを繰り返すと，膝まで座布団から出て，
下脚を上下すると右足が床に付く。両膝を座布団の縁で折り
曲げ床をこする。すると全身が移動して臀部が縁で落ちる。
母親がＫの全身を抱え，はじめの位置まで戻す。身体の乗っ
た座布団の窪み（傾斜）と，床との縁辺りでの両足の動きが，
「仰向けの移動（後進）」をもたらした（動画番号 77）。

2）5ヶ月 18日：薄いベビー布団の長い方向にそって，仰
向けに寝ている。母親がＫの右側に座り，Ｋは首を捻って見る。
自分の両足を持ち上げて，それを手でつかもうとする。小さ
な人形が 4個ぶら下がった，ポール状吊り下げ玩具を，母親
が布団の右角に置いて立ち去る。Ｋは人形を凝視し，両手，
両足を持ち上げて，リーチングするが届かない。母親が戻り，
吊り下げ人形を布団の左端上に置き換える。Ｋは全身を 90度
回転して，布団を横断して寝るかたちになる。垂れ下がる玩
具を見上げながら，さらに全身を回してそこに寄っていく。
見上げて，両脚を曲げ，両手で自分のベビー服の足の裾を持つ。
全身は布団の左側へと移動する。全身が布団の左上角へと移
動し，両踵が布団の上縁にかかり，頭部が布団の左縁に達す
る（a）。その位置で「アー」と叫びながら，左右へと横回転
を繰り返す。両足を布団の外に伸ばして，足で吊るし玩具の
スタンドに触れ，両足指でポールを押さえる，引き寄せるな
どする。両足，臀部も含む下半身を深く丸めて上に高く持ち
上げ，まず頭部を左に回し，ついで全身が布団と床の縁で左
肩が下になる横向き姿勢になる（b）。つまり，ちょうど縁の
傾斜に身体側部が乗る形になる。この状態で頭部をやや起こ
す。すると全身に捻りの勢いがついて，横転し，頭部がぐっ
と持ち上がり，一挙にうつぶせの姿勢になる（c）。寝返りに
驚いて泣く（Figure 2a, b, c）。
布団と垂れ下がる玩具の配置，玩具の下部のポールとの足

での接触が仰向けの移動を導いた。最後には，ベビー布団と
その下の絨毯のわずか数センチの段差，そこで起きた全身の
横転が寝返りをもたらした（母親の声で「はじめて寝返れた
わね」）。頭上にある玩具への視覚的な追跡は継続してあった
が，寝返りを予期したような視線の移動は見られない。寝返
りは突然起きた。この間，約 10分経過した（87）。

3）6ヶ月 23日：ベビー布団の外縁でうつぶせ姿勢で寝る。
身体側部，胸から下脚までがベビー布団の縁に接していた。
布団上には，音の出るおもちゃがあり，それに左手でリーチ
ングしても届かなかった。全身を左（布団側）に傾けて手を
伸ばすと手先がかすかに玩具に接触した。右手，さらに左手
でシーツをにぎり引き寄せながら，全身を左へと大きく回転
させ玩具に触ろうとするが指先が触れる程度に留まる。シー
ツを右手でつかみ，さらに左手で強く引き寄せると，玩具が
Ｋのそばに来た（Figure 3）。右手が，玩具上部の取手に到達。
全身側部が密着した布団の縁，そこでの姿勢の安定と，回転
の勢い，握ったシーツによるおもちゃの引き寄せ，これらが
一体となって，うつぶせのリーチングがはじめて成功。リー
チング対象の玩具を一貫して見続ける（136）。

4）7ヶ月 15日：ベビー布団の上にうつぶせでいるとき，
両足で臀部を持ち上げ，両手で頭部を持ち上げる。布団の外
にある掛け布団をつかみ，引き寄せながら，足をつっぱり動
かす。布団の縁外へ頭部を落とし，全身が布団外へ移動する

Figure 1　部屋間取りと家具配置

ベビー布団
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（Figure 4）。布団のやわらかな素材にあるくぼみに，両足が埋
まり，高這いの移動姿勢になる。縁の外に頭が落ちたことが
加わり，はじめてのハイハイ様の移動が可能になる（178）。

5）11ヶ月 10日：座机に両手をついて歩いていた。手を離
し，独り歩きする。絨毯の縁で，尻から落下・転倒する。ハ
イハイへと姿勢を転換して移動再開（418）。
〔建具枠：木製引戸レール〕　居間とキッチン間に，曇りガ
ラスが桟格子に区切られた引戸があった。戸は建具枠にはめ
込まれており，レールが床上に突起していた。2列のレール
の高さは，およそ 3から 5センチ程度であった。

6）9ヶ月 24日：居間からハイハイをして，キッチンへと
向かう。頭をキッチン方向に向けている。建具枠直前でやや
減速，頭部を戸に向けて移動。突起したレール部分に左手を
置いて，速度はほとんど変えず両足はそのままハイハイで枠
を通過する。この移動のゴールは，キッチンに隣り合う寝室
のベッドの下であった。このハイハイ移動では，枠は，障害
にはならなかった（309）。

7）10ヶ月1日：居間からキッチンへ移動。戸が閉まっていた。

まず右膝を立て，左手を床につき，上体を持ち上げて，姿勢
を安定させた。それから右手指で戸の桟をつかみ，戸を開け，
それからハイハイに戻りレール枠を越えて移動する。戸を開
けるためには，姿勢を変える必要がある。自分が押し開いた
戸と，移動先のキッチンの両方を見る（323）。

8）10ヶ月 24日：居間からキッチンへ。戸のそばまできて，
右膝を立て，左膝は屈曲し，床につく。この姿勢で，2枚の
引き戸を開閉する。Ｋから遠い方の戸の開閉は容易だが，身
体に近い側の戸を閉めようとすると，戸が身体に接近してし
まう。そこで戸と身体の距離を空ける必要が生じ，立膝の姿
勢のまま，わずかな後傾と後ずさりが起こる（Figure 5）。姿
勢を調整して戸の操作を続ける。しばらくして，ハイハイ移
動に戻りレール枠を越え移動する。戸を操作するための姿勢
の転換と四肢の配置の微妙な調整，それから戸の開閉という
操作手順を獲得している（357）。

9）10ヶ月 29日：キッチンから居間へ。戸にハイハイで接
近すると，右手を伸ばして戸の横の壁に付いて膝立ちになる。
体を伸ばすと戸に触れられる位置で（それほど戸には接近せ

Figure 2　事例 2）a b　縁でのはじめての寝返り c

Figure 3　事例 3）縁でのリーチング Figure 4　事例 4）はじめての這い
姿勢成立

Figure 5　事例 8）戸の開閉のため
の後ずさり

Figure 6　事例 9）枠上での開閉遊び Figure 7　事例 10）a 　枠前で立ち
上がる

b 　ハイハイに戻る
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ず），まず右手指で，ついで左手指を，縦枠と戸の隙間に差し
入れて，戸をスライドして開ける。枠と戸で右手指が挟まれ
るが，その指を不思議そうに見る。左手で戸を押し開けなが
ら，ハイハイ姿勢に変わり移動する。レール枠に立膝でまた
がり，両手で戸をはさみ持ち，手前に引いて開けたり，押し
て閉めたりして遊ぶ（Figure 6）。戸の開閉の動きへの興味を
示す。枠が，遊びの場所になる（378）。

10）11ヶ月 4日：キッチンから居間へ。ハイハイでレール
枠までくる。しばらくそこにいる。右手を壁に伸ばしかけ，
中断する。どこにもつかまらずにゆっくり立ち上がり，居間
の方を見る（a）。右足から慎重に，左，右と 3歩の歩行。3

歩目で右足指がレール枠にあたる。すると自然に手が下り，
ハイハイ姿勢へ（b）。そのまま枠を越えていく。全体的に速
度を遅く制御した移動（Figure 7a, b） （400）。

11）11ヶ月 23日：居間からキッチンへ。歩行で向かい始
めるが，横に倒れ，床に両手を着く。歩行でレール枠に接近。
縦枠に手を付き，そのまま歩いて越える（Figure 8）。その間，
縦枠をずっとつかんでいる（447）。

12）12ヶ月 5日：居間からキッチンへ。立ったまま戸を開
け，はじめてレール枠の上に足を乗せて越える。縦枠をつか
み，通過時の減速が見られる（455）。

13）15ヶ月 11日：キッチンの床に座り絵本を開いて見て
いる。絵本を両手で持ち頭上に掲げる。手を曲げ顔の上に絵
本を置き，足元は見ずに，レール枠に右足を乗せ，さらに枠
中央に左足を乗せ，バランスを維持して歩行通過（Figure 9）。
どこにレール枠突起があるかを予期しての移動。減速なしで，
枠を踏みながら通過。両足とも靴下を履いている（594）。
〔浴室入口の段差〕　キッチンの奥には洗面所があり，さ
らにその右奥に浴室があった。半間の浴室への入り口段差は
Figure 23の縦軸（下から 3番目）に描かれているように，複

雑な形をしていた。洗面所側から行くと，低い 3センチ程度
ののぼり段差と，やや高い 6から 7センチ程度のくだり段差
が繫がっていることになる。

14）12ヶ月 3日：ハイハイで浴室入口まで来て立ち上がる。
入口に接近し，まず，左手で縦枠を握り，右足を入口床の建
具枠の平たい部分に，次に浴室側の縁に乗せようとして足の
位置を 2度試した。その後，右足に力を入れて踏み越そうと
したが，不安定で中断した。次いで，左手で枠をつかんだまま，
右足で枠を越え，浴室の床に入る（Figure 10）。このとき，同
時に，右手を浴槽の上縁をつかむように伸ばし，左足も枠を
踏み変える。両手，両足の配置の微妙な調整。左手は縦枠を
ずっとつかんでいたが右手が浴槽の縁をつかんだときに離れ
た。立ち上がって段差越える方法を試み，立ち位置，つかま
るところなどを選択する。枠の幅，浴室に入る高い段差の越
え方，縦枠の握り方，浴槽の縁の握り方，これらのことのす
べてを同時に調整して，歩行による段差越えが可能となった。
母親の声，「最近はこんな段差もまたいじゃいます」（453）。

15）12ヶ月13日：浴室で遊んでいた。浴槽の縁から手を離し，
洗面所へ向かう。まず 4歩で，縁に至る，そこで床の建具枠
に両手を着く（右手は遠い縁，左手は手前の縁に）と同時に，
ハイハイ姿勢に転換する。右手で枠の縁をつかみ，さらに右
手をおくって，ハイハイで枠を越え，洗面所へと移動する。
浴室を出る時には，ハイハイ，低い段差では歩行で，高い段
差はハイハイという選択がある（475）。
〔洗面所入口段差〕　洗面所に入る半間の入口には，Ｋ宅に
おける床上の段差としてはおそらく最も高い 20センチ程度
（ほぼ普通階段の一段分）の上り口があった。片（向かって左）
側からカーテンで仕切られており，入り口の右側にはトース
ターを載せた棚が置かれていた。

16）11ヶ月 4日：洗面所からキッチンへ。ハイハイで段

Figure 8　事例 11） 枠をつかんで歩
いて越える

Figure 9　事例 13） 非視的予期の通過 Figure 10　事例 14）全身配置の複
雑な調整

Figure 11　事例 16）a b　座布団を倒し高さを変える c 
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差縁まで到着。縁に両手を掛けて，ゆっくりと下を覗き込む
（a）。不安定ながら段際で立ち上がろうとし，中腰のまま縦枠
に左手を伸ばし，そのままわずかに横へと動く。両手で，段
差の横に置かれている小タンスに立てかけられていた座布団
に，左手を伸ばして触れ，それを両手で段の下に押し倒す（b）。
座布団が段の下に倒れ，高さが変わる。まだ何かをするよう
に横のトースターに左手を伸ばしかけたが中断。段上でハイ
ハイ姿勢に戻る（c）。段の縁に両手を着き，下の座布団を見
ながら，手を下ろしハイハイで段差をおりる（Figure 11a, b, c）。
段差際で下を見る⇒姿勢を立位に転換⇒中腰で横の縦枠へ

移動，それから座布団へのアプローチ⇒段の高さを改変する
という手順をすばやく行う⇒再びハイハイに戻り，移動とい
う流れがあらわれた。どの姿勢ならこの段をおりられるかと
いうことを知覚している。段をおりられる所にするために，
周囲にある物を道具にして用いた（396）。

17）11ヶ月 7日：洗面所からキッチンへ。ハイハイで段差
に到達して，右肘を曲げて降ろし，速度を変えずに通過。3

日前には座布団を自分で倒したが，この日は座布団が段差の
下にはじめから置いてあった。誰が座布団を置いたのかは不
明（408）。

18）12ヶ月 10日：洗面所からキッチンへ。両足にスリッ
パを履き，右手に大人用の歯ブラシ，左手に乳児用の歯ブラ
シを持つ。段差まで歩き，洗面中の父親を振り向く，父親が
来て，段差際で立っているＫを，両手で抱えて段の下におろ
す。両手が使えないときには段をおりられないということを
父親が予期している（470）。

19）13ヶ月 28日：キッチンから洗面所への段に接近。左
手に手鏡を持ち，右手で縦枠をつかみ，右足を段にあげよう
とするが，足は縁に届かない（a）。すぐに鏡をもったまま，

上体を洗面台側の段上の床に倒し込み，腹ばい姿勢で段をの
ぼる。のぼった所で立ち上がる（Figure 12b, c）。段をのぼる
ための姿勢の大きな転換・動きの工夫。のぼったらすぐ姿勢
を変える（524）。

20）16ヶ月10日：洗面所からキッチンへ。靴下を履いている。
広げられているカーテンの陰から右手を下ろし，段の下に置
かれた洗濯物に触れる。カーテンの端を左手でつかみながら，
段の下を覗き込み，立ったままおりる（Figure 13）。この段で
は，はじめての独立歩行移動（631）。
〔父親の膝〕　Ｋがよじのぼる環境の一つに，あぐら座位の
父親がいた。

21）：11ヶ月 17日：左手におもちゃを持って，右足を父の
膝に置き，のぼろうとする。タイミングよく父親が両手でＫ
の身体を抱え上げ肩にのせる（435）。
〔ベッド〕　寝室には大人用のベッドが置かれていた。高さ
は 50センチ程度で柵などはない。

22）8ヶ月 8日：ベッドの後部に掛け布団が丸めて置かれ，
Ｋはその上から，ベッド下の雑誌に手を伸ばす。手は届かず，
布団上に戻る。ベッドの先の壁に箪笥が置かれていたが，ベッ
ドと箪笥の間に大人が座れる程度の隙間があった。Ｋはベッ
ド後縁から床を覗き込み，左手を床に伸ばした。ただし用心
して，縁から落下しそうな位置にまでは行かない。危険を見
た母親がやってきて，ベッドと箪笥の隙間に座り込んだ。Ｋ
は母親の膝に向かって，ゆっくりと頭から落下した（Figure 

14）。母親が上体を両手で受け止め，落下は軟着陸する（217）。
23）8ヶ月 8日：上記と同じとき。ベッド後縁の端に掛け

布団がたたみ置かれて一種の「柵」のようになっている。Ｋ
はそこを越え，縁の最先端まで行き，覗き込みながら，ゆっ
くりと落ちはじめる。母親は上記同様に床に座り込み，Ｋの

Figure 12　事例 19）a b　腹ばいでのぼる c

Figure 13　事例 20）立ったままお
りる

Figure 14　事例 22）自分で落ちる Figure 15　事例 25）勢いよくダイ
ビング



　362 発 達 心 理 学 研 究 第 22 巻 第 4 号

身体を両手で抱えて押し留め，持ち上げ，ベッドに返す。リ
モコンなどを見せて注意を引いて，落下を留めようとするが，
Ｋは何度も落ちる（222と 223）。

24）10ヶ月 27日：ベッドの下に座布団が 2枚横に並べて
置いてある。下着姿のＫはベッドの端まできて，ハイハイ移
動の方向を急に換え，躊躇なく右手を宙に差し出して，頭か
ら落下。厚手の座布団上に着地する。落下後はハイハイで移動。
落下先を見ており，手を伸ばして落ちている。予期的に制御
された落下である。一連の過程のスムースさから，この場所
での「落下遊び」が何度も繰り返されているらしいことがわ
かる（366）。

25）10ヶ月 27日：上記と同日。衣服を着ているので，上
記よりも後の時間の「落下遊び」。着地点を指示するよう
に，両手をベッド下におろして，勢いよく頭からダイビング
（Figure 15）。二つ敷かれている座布団の隙間に着地し，頭が
座布団間に埋まる。落下は繰り返されているようだが，落下
の位置は正確には選択されてはいない（367）。

26）10ヶ月 27日：上記と同日。ベッドの下から，両手をベッ
ドに付いて座布団の上に立っている。座布団上の左つま先を
立てて伸ばし，右膝をベッド上縁まで持ち上げ，頭をベッド
に押し付けるようにして前に倒し，重心を移してベッドにの
ぼる。ベッド上で遊び終わると，ベッド上をハイハイして縁
際まで来る。そこで 90度方向転換。縁から後ろ向きで，まず
右足を伸ばし座布団上におり，続いて左足をおろす。おりる
際に下の座布団を，接地位置を確認するように見る。そこか
ら姿勢を転換してハイハイで移動。ベッドの横の縁にはイス
の背がベッドに付けて置かれるなどしてアプローチできない
ようにされている。後縁が落下やのぼりおりの場所にされて
いることがわかる（368と 369）。

27）11ヶ月 20日：ベッドに立ち，縁の側まできて，座る
姿勢で下を覗き込む（a）。からだを一回転して，後ろ向きで
足からおりる（Figure 16a, b）（442）。

28）11ヶ月20日：ベッド下に立ち，ベッド上縁を触りながら，
右手を前に，左手をやや後ろにと，両手の配置を決め，軽くシー
ツを握り，右足からベッドにのぼる（443）。

29）12ヶ月 15日：ベッド上で，あぐら座りで雑誌を両手
で広げてながめている。突然，思い立ったように姿勢を変え，
からだを回し，後ろ向きにすばやくおりる（480）。

30）16ヶ月 16日：ベッド下に立つ父親がＫの全身を両手
で抱え，何度もベッドに向けて前後に揺らし，最後にベッド
上へと投げ入れる。Ｋは投下後，自分で後ろ向きにおりる。
父親のところに行き，この遊びを何度も何度も要求（641）。
〔ソファー〕　居間には高さ 40センチ程度の（ベッドより
やや低い）ソファーが置かれ，移動が可能となる頃からそこ
で K児の活動が行われた。

31）11ヶ月 2日：ソファー右袖の下に座布団が，左袖の横
にはテーブルが接して置かれている。おそらくＫが両袖から
落下した際の安全をそれらで確保している。Ｋはソファーの
袖の間を右から左へとハイハイで移動。左から右に戻るとき
に，ソファーの背に身体をつけて，ソファー前面方向を見て，
そこに向かって両手を差し出す構えをする。それはすぐに中
断し，両手の方向を横に変え，両手の位置と配置を決め，後
ろ向きに，ソファー前面の縁に腹を滑らせて，右足を床にお
ろし，左足もそれに続ける順序でおろす（Figure 17）（387）。

32）11ヶ月 2日；上記同日。右袖に両手でつかまり，後ろ
向きで，右足をおろす。足が床に着く直前にその動きが減速
する（389）。

33）13ヶ月 15日：ソファーの背方向を見て，ソファー上

Figure 16　事例 27）a　後ろ向きで
おりる

b Figure 17　事例 31）後ろ向きでお
りる

Figure 18　事例 34） 慎重な姿勢つ
くり

Figure 19　事例 37）a　揺らして飛
びおりる

b 
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に座っていた。首を捻り，下方向を見て，前縁の部分にまたがっ
て，後ろ向きでおりようとする。着地の足位置を確かめるよ
うに下を見る。床に大きなクマのぬいぐるみが置かれている。
おりかけていた右足をそれに差し出すように伸ばし，その上
に飛び移ろうとしたが，足が乗り上げ，大きく転倒（506）。

34）15ヶ月 20日：両手で右袖につかまり，両足を小刻み
に動かし，前縁際まで移動。右手は右袖に，左手はソファー
奥の背の下の窪みに入れ，後ろ向きの頭をソファーの背に付
けながら，両足をほぼ同時に縁につけ，後ろ向きにずりおり
る（Figure 18）。速い降下だが，バランスを崩すことのないよ
うに慎重に調整しながらおりている（602）。

35）15ヶ月 21日：ソファーの前面を枕代わりにして，父
親が居間の床で昼寝している。Ｋは父の肩を踏み台にして，
前向きで前縁を滑りおりる（607）。

36）15ヶ月 24日：左袖にクッションを置いて，それを枕
に Kが昼寝をしていた。眼が覚め，しばらくきょろきょろ
すると，いったんソファー背側に全身を急に横転し，その
ままの勢いで両足を前面縁に突き出し，後ろ向きで急速降下
（619）。

37）17ヶ月 13日：左手を座面に着いて，両足を前向きに
縁からおろし，上体を前に倒して，左足を先に着き，バラン
スを保ったままおりる。再度，のぼり，今度は縁際に座り，
両足を下に垂らして，全身を前後に揺らして，弾みをつける
ようにして，前向きに飛びおりる。揺らし⇒飛び降りを 2度
繰り返す（Figure 19a, b, c）。前向きの落下か降下が遊びになっ
ている（658）。

38）18ヶ月 17日：ソファー上で寝返って縁際を向く。縁
から頭を出し，床を見て，そばにあるイスに手をかけ，手前
に持ってくる。その状態でバランスを保ちながら，床にあっ
た座布団に手を伸ばすが，頭から落下する（Figure 20）（711）。

〔子どもイス〕　居間のソファーの前に，子ども用のテーブ
ルとイスのセットを置いて，そこで食事をする時期があった。
テーブルの高さは 55センチ程度で，イスの座面の高さは 35

センチ程度であった。
39）18ヶ月 17日：幼児イス（プラステック製）の上に乗り，

背もたれを両手で抱え，座面上に腰を下ろし，両脚で立膝座り。
上下に少し屈伸しながらイスを揺らす。つぎに，ゆっくりと
背もたれから手を離し，座面に立ち上がり，さらにわずかに
両足でイスを揺する。しばらくしてまた腰を下ろし，イスの
背を両手で抱えたまま，左足をおろして，ゆっくりとイスの
横におりようとするがイスが倒れ，イスと共に転倒（Figure 

21a, b）。イスの脚を一本握りながら泣く（713）。
40）22ヶ月 19日：新たに居間に置かれた幼児用の小さな

机が，上記のイスと並んでソファーの前に置かれている。イ
スの背もたれ上部の縁を右手で握り持ち，左手をやや下げ，
机面に置き，手に力を入れながら右足を上げ，イスの背面と
座面のつくる隅に置き，さらに左足を持ち上げてイスにのぼ
り，その上に両足で立つ。すぐに数歩，小さなステップでソ
ファー側にイス上を歩き，左足をソファーの縁に飛ぶように
して着地。ソファーへ渡り歩く。ソファーの上で，ソファー
の背に手を掛けながら一回転して方向を変えてイスに向き，
右，左足の順でイス座面に渡る。左手はずっとイスの背上部
縁をつかんでいる。イス座面上で一回転して，またソファー
に向き，ソファーに飛び移る。また一回転して，今度は机面
に両手を着いて，イスに乗り移る。また半回転してソファー
に渡る。またイスに右足から乗ろうとしたがバランスを崩し，
左手をイスの背に，右手を机上面に着く。合計 7回飛び移っ
たが，すべて成功。最後はソファーから床に右足でおりる
（Figure 22）（776）。
〔階段〕　二種類の階段を降りた。アパートの出口の階段は

c Figure 20　事例 38）頭から落下 Figure 21　事例 39）a 

b　イスと共に転倒  Figure 22　事例 40）イスとソファ
ーの飛び移り



　364 発 達 心 理 学 研 究 第 22 巻 第 4 号

やや低く，19センチくらい，祖父母宅の屋内階段は 21セン
チ程度であった。

41）16ヶ月 12日：玄関から外に出て，家へのアプローチ
階段（3段）を，上の階段の縁に手をついて，後ろ向きにゆっ
くり一人でおりる（634）。

42）18ヶ月 23日：上記の場所。父親に左手を持たれて，
一段ずつゆっくりと，前向きに階段をおりる（726）。

43）25ヶ月 23日：祖父母の家の 2階からの階段。前向きで，
左壁に左手をついて，左足を先に片足ずつおろす。ゆっくり
とおり始める。3段目で後からおりる右足がはね，バランス
が崩れる。4段目からは，姿勢を回し，後ろ向きおりに変更
（839）。

事例まとめ：段差が行為に与えたこと
各段差でＫに生じたこと，行為としてあらわれたことをま

とめた。父親の膝の 1事例は以下のまとめや考察から省いた。
各段差での行為の特徴を示す部分を斜体にした。冒頭数字は
事例番号。月齢を付記する。

〔座布団・ベビー布団・絨毯の段差〕
1）座布団傾斜で，仰向けの体幹と四肢の揺らしと，座布

団縁外での両足擦り合わせがもたらした後進と滑落（5ヶ月）
2）布団縁段差で仰向けから全身横転と寝返り（5ヶ月）
3）布団縁段差で，うつぶせでの全身横転での前進とリー

チング（6ヶ月）
4）布団の柔らかい窪みで，うつぶせ高這様姿勢と，縁外

へ頭部を落としハイハイ様移動の開始（7ヶ月）
5）絨毯縁で歩行から転倒とハイハイ移動への転換（11ヶ月）

〔戸のレールなど建具枠〕
6）建具枠直前の予期的減速のあるハイハイ通過（9ヶ月）
7）戸直前でのハイハイの停止，立膝姿勢での戸操作，通

過のためのハイハイ姿勢への転換と減速（10ヶ月）
8）戸直前での立て膝姿勢，戸との距離調整，上体の後傾

と下肢の後ずさり（接触の予期），戸操作後の立膝姿勢からハ
イハイ移動への転換（10ヶ月）

9）戸のそばの膝立ち，戸の操作，ハイハイに戻り移動，レー
ル枠上に立膝でまたがり戸を両手操作（10ヶ月）

10）壁への手伸ばしの中断，戸直前で立ち上がり，先を見る，
歩行の足指先が枠に触れ，ハイハイに転換（11ヶ月）

11）歩行で接近，縦枠に手をかけ歩行で越える（11ヶ月）
12）歩行で縦枠に手をかけ，減速して踏み越える（12ヶ月）
13）下部を見ずに減速無しで歩いて踏み越える（15ヶ月）

〔浴室への段差〕
14）段差前で立位に，通過開始前の両足の位置調整，踏み

越えの中断，通過時に姿勢保持のため周辺を把持，枠踏み越
し場所の選択。浴室に入る（12ヶ月）

15）歩行で接近，姿勢転換（レールに両手を着く），ハイ
ハイ移動で浴室から出る（12ヶ月）

〔洗面所への段差〕
16）ハイハイで接近，停止，姿勢保持（縁に手をかける），

予期的視覚探索（縁に手を着き，おりる位置を覗く），姿勢転
換（立ち上がり），座布団による段差高の調整，ハイハイへ転

換しおりる（11ヶ月）
17）ハイハイの停止，減速なしでおりる（11ヶ月）
18）縁に接近，父親を見る，父親が抱えおろす（12ヶ月）
19）歩いて接近，中断，段差の縁で姿勢変更，腹ばいでの

ぼる（通過方法の選択），通過後に立ちあがる（13ヶ月）
20）着地点の触覚的探索，カーテンを掴み姿勢保持，視覚

探索（下を覗く），歩行でおりる（16ヶ月）

〔ベッド〕
22）着地点を見て落下回避。母親膝への落下（8ヶ月）
23）制御された落下（8ヶ月）
24）方向転換し，手を伸ばしダイビング（10ヶ月）
25）落下の反復。落下を緩衝する座布団上への着地位置選

択に失敗（10ヶ月）
26）両手でのぼる。頭の重さを利用した全身のバランス調

整。ベッド上でのハイハイから方向転換し，足からおり，途
中で着地点を見る（10ヶ月）

27）縁で下を覗き，身体を回し後ろ向きおり（11ヶ月）
28）縁と接触し，両手を広げ，シーツを握りのぼる（11ヶ月）
29）遊びを止め姿勢を変え回り，後ろ向きおり（12ヶ月）
30）ベッド上への落下と後ろ向きおりの反復（16ヶ月）

〔ソファー〕
31）ハイハイで下を見て中断。後ろ向きおりの両手位置の

配置。縁で落下速度制御。両足接地順序調整（11ヶ月）
32）袖に掴まり後ろ向きおりの落下速度制御（11ヶ月）
33）回り，縁にまたがり後ろ向きでおりる。降下途中で，

ぬいぐるみに足を伸ばすが転倒（13ヶ月）
34）両手で袖と窪みにつかまり，頭をソファーの背に付け，

後ろ向き落下制御（15ヶ月）
35）父親身体を利用した前向き降下（15ヶ月）
36）両足を突き出して急速な後ろ向き降下（15ヶ月）
37）片手を座面に着き，両足を縁から垂らしバランスを取

り前向き降下（17ヶ月）
38）イスを降下に利用するが前向き落下（18ヶ月）

〔イス〕
39）イス座面上での立位。イスの背を両手で抱えてバラン

ス制御。片足からおりようとして，イスと一体に転倒（18ヶ月）
40）イスからソファーへと何度も渡る（22ヶ月）

〔階段〕
41）上の段の縁に手を置いて後ろ向きおり（16ヶ月）
42）父親に片手を持たれてゆっくりと前向きおり（18ヶ月）
43）壁に手を着いて片足ずつゆっくりと前向き単独おり。

バランスが崩れ，後ろ向きおりに変更（25ヶ月）

考　　　察

包囲する段差と行為の発達　前節の「まとめ」に示し
た斜体表記の行為に対応するアイコンと記号を作成し
て，縦軸に 8つの段差（父の膝を除く）を，横軸に月齢
を配置した図を作成した（Figure 23）。図下部の凡例に
示した 10のアイコンでは，段差と関わるＫ児の全身の
状態（姿勢＋動作）を，その右の 12種の記号は身体の
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動きをあらわしている。図中に分布した各アイコンの上
には事例番号を付した。二つ以上の数字が並んでいるの
は，複数の事例でほぼ同一の行為が生じたことを示して
いる。姿勢は同じで異なる動きをしたような場合も一つ
のアイコンに二つの記号を付した。たとえば，図左下端
の仰向けのアイコンには 1と 2の記号が付されている。
記号は段差を下る（1）と転がる（2）をあらわしている
が，これはそれぞれが事例 1と 2での仰向けからの後進
と寝返りをあらわしている。このようにして 42の事例
（事例 21を省く）を表示した。
本図によって，8つの段差に包囲されたＫに，5ヶ月
齢からほぼ 20ヶ月齢にかけて生じたことが一望できる。
流れを見ると，アイコンはまず図の左下部の座布団にあ
らわれ，次に，ベッドであらわれ，横軸の 11，12ヵ月
に至り，一挙にソファーまでのすべての段差にあらわれ
た。さらに右に行くと，より高い段差でもあらわれている。
これは，端的には，養育者が日常から抽出してビデオ

に記録した段差の出来事が，ある種の偏りをもっていた
せいではある。ただし，図に示された，アイコン分布の
右上がりの勾配は，Ｋの段差に関わる行為が，月齢が上
がるにつれて，低い段差から高い段差へと推移したこと
を示唆していると考えてもよいだろう。この時期，月齢
によって行為が主題とした段差が次々と変更したことが

示されている。
段差別の行為発達の流れ　縦軸の段差ごとに図を横に
見ると，低い段差である座布団やベビー布団の縁などで
は，まず落下や回転が起きている。全身が段差の縁を越
えるときに，突然，加速が生じ，仰向けやうつ伏せ状態
のＫに寝返りやリーチングの開始がもたらされた。
中規模の高さの段差の一つである建具枠では，Ｋはま
ずハイハイでそれを越えた。次に，接近のためのハイハ
イを減速，中断し，さらに視覚的に注意をしながら，慎
重に手足を段差とその周囲に配置して，段差の前で立ち
上がり姿勢になった。その姿勢で段差としばらく関わ
り，そして再びハイハイに戻って段差を越えている。後
にも，段差の探索は継続するが，立ったまま移動するよ
うになる。そして最後には，接近から段差越えまで，一
貫して歩いて越すことになる。
変則的なかたちの浴室への段差では，浴室に入る時に

は，立ち姿勢の慎重な調整に周辺の高さを利用した。出
る時には，歩行で段差に接近するが，その前で躊躇なく，
ハイハイになり段差を越えた。
階段並に高い，洗面所への段差では，何よりも周辺の

物（座布団，カーテンなど）がおりるための道具として
使用され，まずハイハイでおりた。次に，前向きで，腹
ばいでのぼり，立ったままおりた。

Figure 23　8つの段差別にみた行為発達系列（横軸は月齢・図中の数字は事例番号）
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さらに高い段差であるベッドでは，まず落下が何度も
試され，それからベッドの性質を使った，のぼりが，そ
して後ろ向きでおりることが始まった。
ソファーでは，両袖に備わるレイアウトを用いて，まず
は後ろ向きでおり，次いで，同じ配置を，前向きにおり
るために利用した。後ろおりと前おりの両方で，ソファー
のレイアウトの意味を行為で試している。
イスでは，それ自体のバランスが試され，転倒したり，

ソファーと飛び移り遊びが行われた。
階段は自宅屋外の低い場合は，自力での後ろ向きおり
からはじまり，次に父とともに前向きにおりた。祖父母宅
の 2階から見下ろす高い位置では，姿勢を前向から後に
変えるなど，慎重であった。
このように，図の各段差ごとの発達には，それぞれユ
ニークな，行為のあらわれと変更の流れが示されている。
落下からはじまるのか，ハイハイからか，その前で立ち
上がるのか，前向きに越えるのか，後ろ向きに越えるの
かなど，多種の行為をもたらす性質が，段差ごとに存在
した。1年数ヶ月をかけた段差との関わりのなかで，特
定の段差で特定の時期にその特殊性があらわれ，それら
が広く分布して全体の多様な流れが出現した。
「段差―行為系」とその分布　Figure 23に示されたこ
の複雑な流れに何を発見できるのかについては，様々な
議論が可能と思われるが，本稿ではまず手はじめに，こ
の複雑さを少しは縮約して検討するために，段差と行為

のつながり（以下，このつながりを系とよぶ）を，3種
に分類してみた 2）。それは Figure 24に示した。

3つの系では，段差で生ずる行為の，重力への対応や
調整が異なる。図（左）に示した第一の系を「落下系」
（Ａ）とよぶ。落下，転倒などがこの系のあらわれであ
る。段差と重力によって生ずる姿勢への外乱への対処を
とくに計らない，あるいは計ることに失敗した落下系で
は，行為は一時的に段差にふれているが，自由落下のよ
うに，段差の端をかすりながら，落ちていく。落下系で
は主として重力が姿勢と動きを制御している 3）。

Figure 24　3つの段差―行為系

A．落下系 B．繋留系 C．飛越系

Figure 25　3つの系の推移（Figure 23に 3つの系を示すマーカーをかぶせた）
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2）青山慶氏（東京大学学際情報学府博士課程）に，この 3系による
分類（Figure 24）と，それを Figure 23に重ねるアイデアを提案
していただいた。注記してとくに謝意を表する。

3）行為が落下からはじまることは特別なことではない。Adolphほ
か（2008）によれば，歩くようになった 14ヶ月児は，一日に約
6時間，1万 5千歩，5キロを移動し，その間に平均して 100回
以上，転倒している。
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第二の系を「繋留系」（Ｂ）とよぶ。繋留系では，そ
の名の通り，行為は段差の近傍に留まる。繋留系は，視
覚や触覚で段差への予期的注意を行い，四肢の配置や協
調などで，段差で引き起こされる姿勢のアンバランスに
持続して調整を行う。これら知覚と行為の動員が，各段
差へのユニークな一時的繋留法を出現させた。
繋留系では，行為は段差に接近し，段差に知覚的に親
しむ。つまり多種の探索と接触を試みる。この系では，
段差をのぼるときもおりるときも，行為がじかに段差や
その周辺の床や壁の性質に接触し続け，行為が段差を通
過してしまうまで，行為と段差は分離されない。Figure 

24（中）に示したように，繋留系は段差と摩擦するよう
に経過している。この接触の過程が，この系での「のぼ
り」や「おり」になる。繋留系は重力に抗し，落下を先
延ばしにする系である。段差と一体に重力とあらがうこ
とが，同時に段差を知る手立てになっている。
最後，第三の系は「飛越系」（Ｃ）である。図（右）
に描かれているように，飛越とは，行為が段差の上を
「飛ぶ」ことである。飛行の経路は，段差の性質（突起
の形状や周囲のレイアウト）に制約されるが，飛ぶ経路
はつねに段差と一定の距離を保つ。飛越系は，独立歩行
が開始し，身体が重力に抗する姿勢調整を主として立位
で行い，さらにその状態を維持したまま移動できること
を基礎にしている。この系が成立しても，注意を怠ると，
事例 5のように，低い段差とのわずかの接触で転倒が生
ずる。重力に抗する高度な調整法である飛越は，突然，
自由落下を帰結する可能性を潜在させている。従って飛
越系は落下系と背中合せである。成人の多くは飛越系で
段差と関係している。
3つの系の推移　Figure 25には，Figure 23の事例に，
落下系，繋留系，飛越系それぞれをあらわす丸いマーカー
をかぶせた。一つの事例で二つの系が同時にあらわれた
ような場合もあるので，マーカー数は事例数よりも多い。
マーカーの分布からいくつかのことがわかる。一つは

3つの系の開始時期が異なることである。落下系と繋留
系は 5ヶ月齢の低い段差からすでにあらわれているが，
飛越系は 11ヶ月齢の建具枠ではじめて見られた。系の
登場の時期に半年程度のズレがある。

3つの系が示す発達の経路も異なる。落下系は，低い
段差と，ベッド，イスのような高い段差に分かれてあら
われ，月齢が高くなっても高い段差（ベッドやソファー）
では継続して見られている。繋留系は低い段差では 5ヵ
月齢から見られるが，11ヶ月齢頃に，ほぼすべての段
差で一挙にあらわれ，その後も継続して図に示した期間
ではあらわれ続けている。飛越系は 11ヶ月，12ヶ月齢
から中くらいの高さの段差ではじめてあわわれ，その後
は高い段差でもところどころであらわれている。

3つの系のあらわれに見られたこのような異なりは，

この時期においては，段差の種類と月齢の推移が，3つ
の系の発達に異なる意味をもたらしたことを示唆してい
る。段差と行為のつながりとして出現した 3つの系は，
独自の発達的起源と経路をもつ可能性がある 4）。

4）本稿の観察から，いくつかの段差の個性について少しだが見る目
をもてた。以下にその一端を付記する。
布団などと床との縁はきわめて低く，布団は床となだらかに連続，
移行する表面である。床と隣り合う，布団の，やわらかく変形し
やすい凹凸に全身をゆだね，その上で動けば，横転が生じ，回転
が大きいときには，全身が布団から床へと小さく転げ落ちる。こ
の横転も，落下も，ヒトの自発的な動きと，布団それ自体の物と
しての性質の両方によって生じている。この事情は，床に布団を
敷いて寝ている成人でも変わらない。縁段差が，睡眠時の姿勢の
維持や転換，つまり寝返りを含む寝る行為の持続を支えている。
　建具枠は，移動経路上の突起である。それは，ハイハイで通過
すれば，ただ見過ごされる程度の高さだが，乳児の移動者はこの
段差にさしかかるとそこで「道草」をする。この探りの時期が過
ぎると，段差は，歩行で，ただ通過するだけのところに戻る。建
具枠とその周辺で，子どもの姿勢に多種の変化があらわれるのは
ほんの数ヶ月間だけである。
　浴室への段差の向こうには，浴室の床，滑りやすいタイルなど
で，転倒の危険がある。したがってそこを足で越えることは特別
な行為である。ここでは姿勢転換して，先に見える，バスタブの
上縁や，横にある戸など，周囲に手を置くところを探し，両足を
慎重に配置して，姿勢の安定を確保する必要がある。この段差か
ら先に，足を踏み入れることは，ユニークな行為であり，屋内に
あるが，一つの境界を越えるようなことである。
　寝ているヒトの胴体の上，座るヒトの頭部や肩や膝など多くの
ところは「段差」である。雑魚寝している父親は，そこにあがり，
またがり，揺らし，乗り越え，転げ落ちることのできる段差であ
る。この段差には，危険を回避するように動く，父の両手がつい
ているので，子どもは，他のどこでもできない，頭部を下にする
ような多様な姿勢や落下法をそこで試す。大人の身体という段差
は子どもにきわめて多様な姿勢を与える。
　ベッドは上にやわらかい表面のある段差である。床よりも上に
あるこの表面は，床と平行し，滞在できる広さがある。そこは高
い「床」でもあり，やわらかく，振動や反力を与えてくれる。ゆ
えに他とはことなる行為をもたらす。
　ソファーも上にある床である。ベッドと異なるのは，それがや
わらかい上表面とともに，同様にやわらかい背部面や両側の袖を
もつことである。つまり，ソファーとは，上表面，背，袖の配置
であり，大きな隅を内包する持つ段差レイアウトである。袖は「枕」
になり，落下しないようにつかまる「取手」でもある。このレイ
アウトやそれを構成する面の縁が，ソファーへののぼりおりに利
用される。前向き，後ろ向きの降下姿勢は，どちらもこの複雑な
レイアウトによって可能になっている。
　イスも上にある床である。イスの上表面は小さく，細い脚で支
えられており不安定である。大人はイスの上表面に尻を置いて，
2本の足で脚を補足して，不安定さを少なくする。どの着席でも，
イスの不安定性が常に試されている。
　階段は段差の連なりである。同じ素材，高さ，幅でつくられた
階段をのぼりおりする行為には，一定のリズムが生じる。身体は
それにゆだねられることになるので，油断すると，本来の飛越系
が落下系に反転することが階段ではよく起こる。
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The purpose of this study was to longitudinally observe the behavior of an infant (0 to 1 year-old) in relation to nine kinds of 

steps in his home environment (Figure 1). Steps-related actions were analyzed through video recordings made by his mother. 

The nine kinds of steps consisted of the edge of a baby-mattress on the floor, a door rail, a step to the bathroom, a step to 

the lavatory, a bed, a sofa, the baby’s father’s lap, a child chair, and the stairs. The infant acquired the skills of perceptual 

exploration, speed regulation, and postural flexibility which had originated from various falling experiences afforded by 

these steps. Each of the different kinds of steps afforded a unique action sequence and movement development (see Figure 

23). The material, size, shape, and surrounding layout of the steps were taken into account to explore their meanings. We 

classified these action sequences into three kinds of step-action system: (A) falling system, (B) anchor system and (C) jump 

system (see Figure 24). And superimpose the mark of three systems on Figure 23 (see Figure 25). Based on these analysis, 

the issues of the emergence of a new stage of awareness of the environment and the significance of being surrounded by 

steps in the environment were discussed.
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総　　　括

さて，本稿の発見をまとめると次のようになるだろう。
・段差はヒトに行為を与える。
・段差が与える行為は，段差によって異なる。また，ヒ
トの発達によって変わる。
・すなわち段差が与える行為には柔軟性があらわれる。
・段差が与える行為を，「段差-行為系」として，段差
の性質と一体に記述することができる。
・行為の柔軟性は，段差-行為系が一つではなく，常に
複数存在することを導いている。
・段差-行為系に見られるこの多様性は，段差自体に
よって制約されている。
・段差-行為系にあらわれる発達的変化は，複数の段差
-行為系の複合や分岐として記述できる可能性があ
る。
・これらの結論は，ヒトの行為のあらゆる発達的変化（お
そらく「発達段階」とよばれていることも）が，段差
のような環境の性質を包摂した出来事であることを示
唆している。
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中垣　啓
（早稲田大学教育・総合科学学術院）

本論文の目的は，ピアジェの発達段階論の紹介と解説を通して，認知発達において発達段階を設定する
ことの意義と射程とを明らかにすることであった。まず，ピアジェの知能の発達段階は主体の判断，推
論を規定する実在的枠組みである知的操作の発達に基づいて設定されたものであり，知的操作は順序性，
統合性，全体構造，構造化，均衡化という 5つの段階基準を満たす，認知機能の中でも特権的な領域で
あることを指摘した。次に，形式的操作期の知的新しさがこの時期の知的操作の全体構造から如何に説
明されるか，具体的操作期の全体構造から形式的操作期の全体構造が如何に構築されるかを明らかにす
ることを通して，形式的操作の全体構造がもつ心理的意味を探った。最後に，ピアジェ発達段階論の意
義と射程を理解する一助として，発達心理学の古典的問題である発達の連続性・不連続性の問題，最近
の認知発達理論の一大潮流である理論説が提起する認知発達の領域固有性・領域普遍性の問題，そして
この特集号の編集責任者から提起された形式的操作期の一般性・普遍性の問題を議論した。
【キー・ワード】　発達段階，ピアジェ理論，知的操作，形式的操作，全体構造

どんな学問においても，それが科学となりうるためにまず
取り組まなければならない基本的作業というものがある。生
物学においては生物を分類し，その系統関係を明らかにする
作業であり，地質学においては地層を階層分けし，年代順位
を決定する作業である。発達心理学において発達を段階分け
することは，生物学における分類学，地質学における層位学
に匹敵する基本的作業であり，発達心理学が科学たりうるた
めに不可欠な営みである（Piaget, 1956）。発達を段階分けす
ることによって，初めて事実の記載を超えた発達過程の解析
が可能となるのであるから，発達段階は発達心理学研究にお
ける基本的道具としての位置を占めている。この根本的観点
を見失うと発達心理学は科学であることを放棄し，事実の記
載，一種のドキュメンタリーにとどまってしまうであろう。

 

責任編集者から筆者に与えられたテーマは以下の通り
であった。
『問い：ピアジェの形式的操作期は，ピアジェの発達
段階の中でもとりわけ評判のよくないものである。その
理由は，形式的操作期に到達した者が大人の中でもきわ
めて少なく，近代化された学校教育の影響も大きく，知
の発達の一般的な水準として措定しがたいからである。
…中垣氏は，ピアジェの形式的操作期をどのようなもの
としてとらえるのか。そのような発達段階が実体として
存在すると考えるのか，それともそれはあくまでも理念
的に想定されているものに過ぎないのか。形式的操作期
なる領域の限定されない知のシステムが実在するのか否
か論じていただきたい。』
本論文は，ピアジェ発達段階論の紹介と解説を通し

て，認知発達において発達段階を設定することの意義と
射程とを明らかにし，責任編集者から投げかけられた発
達段階に関する疑問に答えることを目的としている。筆
者は自らの研究を通じて，発達段階を設定し，その段階
の全体構造を探るという考え方の有効性を痛感するから
こそ，ピアジェの発達段階論を擁護し，それを多くの読
者と共有したいと願っている。

ピアジェ理論における発達段階論

ピアジェ理論は知能の発達段階論としてよく知られて
おり，発達心理学の教科書では「ピアジェによれば，知
能は感覚運動期，前操作期，具体的操作期，形式的操作
期という 4つの発達段階を経て発達する」という類のこ
とが紹介されている。しかし，発達段階そのものをピア
ジェがどのようなものとしてとらえていたかについては
あまり知られていない。このことがピアジェの発達段階
論に関する疑問や誤解が生ずる遠因になっているように
思われるので，まずピアジェが何を基準に発達段階を設
定したのか，そもそも発達段階なるものをどのように捉
えていたのかを明らかにすることから議論を始めること
にする。
知的操作とその全体構造
最初に念頭に置くべきことは，ピアジェは知的操作を
基準に知能の発達段階を設定したことである。それで
は，“知的操作”とは一体何であろうか。ここで操作と
いう言葉が用いられているが，日常言語における意味合
いとは大きく異なるので，注意しなければならない。知
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的操作とは主体が対象に働きかけて，対象を分けたり，
まとめたり，あるいは，並べたり，対応づけたりする対
象変換行為の一般的協応に由来し，将来的に論理数学的
認識として結晶化していくことなる，行為の一般的形式
であって，次のような条件を満たすものをいう（Piaget, 

1953）。
（1）　内化された行為であること，つまり，感覚運動
期の知的行為のような外的に遂行される行為ではなく，
思考において心的に遂行しうる行為である。このとき，
精神活動として内化された行為も外的行為と同じ資格を
もつ行為である。思考活動においては何らかの象徴的対
象に対して変換行為が遂行されるが，知的操作とはこの
変換行為を指し，変換活動の対象や変換結果の所産を指
すのではない。したがって，知的操作自体は表象し得な
い変換行為であって，操作活動の対象や操作結果の表象
と混同してはならない。
（2）　可逆的な行為であること，つまり，内化された
行為が操作となるためには，その行為の結果を元に戻す
行為（逆の行為）や行為によってもたらされた効果を打
ち消す行為（補償の行為）が常に存在していることが必
要である。
（3）　何らかの保存を前提とした変換であること，つ
まり，行為は何らかの対象に対する変換を遂行するが，
操作による変換は変換対象を何もかも変えてしまうわけ
ではなく，変換の前後において変わらない何らかの不変
量，不変的関係，つまり，何らかの保存を前提とした変
換である。
（4）　知的操作は全体構造によって特徴づけられるこ
と，つまり，知的操作は一般の行為とは違って孤立して
存在しうるものではなく，他の諸操作と協応しあって全
体として一つの閉じたシステムをなしている。こうした
システムを“全体構造”と呼ぶのは，システムが閉鎖性（シ
ステムに含まれる任意の 2つの操作を合成した結果もま
た同じシステム内の 1つの操作となること）および全体
性（システムは個々の操作の特性に還元し得ないシステ
ムとしての特性を持つこと）によって特徴づけられるか
らである。
ここでとくに注意すべきことは，条件（2），（3），（4）

は知的操作に付け加えられるような特徴ではなく，行為
が知的操作となるための不可欠な特徴である点である。
知的操作は可逆的であるから閉じた全体構造をなすので
あり，全体構造をなすから可逆的な操作が成立するので
ある。このとき，全体構造を制御する特性，操作間の関
係性は何か時間的流れを免れた規則性として立ち現れて
くる。
整数の加減操作の場合でいえば，外的行為として行わ
れる加法行為，減法行為は常に時間の中で展開される行
為である。思考活動として内化された加法行為，減法行

為も，表象の水準で行われるので時間は縮約されている
とはいえ，加法と減法とが異なる行為として認識されて
いる限り，やはり時間の中で展開される行為である。そ
れに対して，加法操作と減法操作とは可逆的（同じ操作
で向きが異なるだけ）であること，3＋2という加法に
よって 5を得ても元の 3や 2は 5の中に保存されている
ことを認識していれば，加法操作を行うときに減法操作
の結果を予期できる（あるいは，減法操作を行うときに
加法操作の結果を予期できる）。このとき，知的操作は
もともと外的行為を源泉としながらも，その時間的制約
から開放される。たとえば，3＋2＝5であるがゆえに 5

－2＝3であるのか，5－2＝3であるがゆえに 3＋2＝5で
あるのかは無意味な問いとなり，3＋2＝5と 5－2＝3は
相互含意の関係として，つまり，非時間的関係として立
ち現れることとなる。さらにこのような関係性がどのよ
うな整数の加減においても成り立つのは，整数が加法群
という全体構造をなしているからである。それゆえ，知
的操作の獲得は，これまで時間の中で場面依存的に遇有
的に展開していた思考活動の世界にそれを制御する非時
間的な関係性が持ち込まれること，広い意味での論理数
学的規則が精神に課せられることを意味する。これは，
それまでの精神生活とは根本的に区別される精神発達に
おける画期的事件であり，発達の質的飛躍である。
ピアジェの発達段階基準
それでは，ピアジェは発達段階をどのようなものとし
て見ていたのであろうか。まず，発達を段階区分すると
き便宜的区分と自然的区分がある。便宜的区分というの
は様々な実際上の都合で発達する主体を段階区分しよう
とするもので，段階区分する基準は外側からつまり観察
者の側から与えられることになる。たとえば，前幼稚園
期，幼稚園期，小学校期，中学校期，…というような段
階区分である。発達する主体に定位するのではなく，観
察者に定位した段階区分なので，観察者の都合が変われ
ば，社会制度が変われば，発達段階区分も変わることに
なる。それに対し，自然的区分は発達する主体に定位し
た段階区分で，発達とともに主体に起こる自然な変化に
注目して段階区分をしようとする。いうまでもなく，ピ
アジェのいう知能の発達段階は自然的区分をめざしたも
のである。ピアジェは段階区分が研究者の恣意的区分に
陥ることなく，“自然な”発達段階と呼びうるための 5

つの基準を検討している（Piaget, 1956）。
（1）　順序性：発達段階はその出現順序が常に一定で
なければならない。この基準は自然な発達段階と呼べる
ための最低限の基準である。したがって，自然な発達段
階区分であれば，発達に影響を及ぼす諸要因は各発達段
階が出現する時期を促進したり遅滞させたりすることは
あっても，段階出現の順序を変更するはありえない。
（2）　統合性：ある発達段階を特徴づける行動様式や
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思考形態が獲得されるためには，それ以前の段階におい
て獲得されている行動様式や思考形態が必要不可欠であ
り，それらを前提として初めて新しいものが獲得される。
このとき既存の行動様式や思考形態は新しいものの内容
として，あるいはその下部構造として統合される。この
基準は自然な発達段階は諸特性の単なる順序的継起では
なく，継起する段階間に内在的つながりが存在している
ことを要請している。
（3）　全体構造：1つの発達段階を相互に無関係な諸
特性の寄せ集めとして特徴づけるのではなく，全体構造
として特徴づけるべきであるという基準である。あるい
は，発達のある時期を段階と呼ぶのであれば，（その時
期を特徴づける諸行動がまとめて説明できるような）全
体構造を取り出せるほどまとまりを持った時期であるこ
とが望ましいという要請である。
（4）　構造化：構造化という段階基準は，1つの発達
段階の内部に構造の形成期と完成期とを区別できること
を明確にしたものである。
（5）　均衡化：発達段階の継起を全体として見た場合，
各段階を特徴づける全体構造はその拡がりと安定性にお
いて様々であり，どの段階も全く対等な資格で段階的特
性を示しているわけではない。全般的にいえば，一連の
発達段階継起は，構造の扱う場の漸進的拡大と撹乱に対
する補償能力の増大という意味で安定化・柔軟化の傾向
を示している。ピアジェはこの全般的傾向を“均衡化”
と呼び，この均衡化の過程においていくつかの相対的に
安定した“均衡形態”を識別できるとしている。段階基
準としての均衡化は，発達段階の系列全体において，均
衡形態に達している時期とそこに至るまでの形成過程と
を区別できることを指摘している。
ピアジェは以上の 5つの基準に従う発達の自然な区切
りを，最も厳密な意味で“段階”と呼ぶのである。した
がって，ピアジェにとって段階とは研究者が恣意的に設
定した区切りではなく，客観的に存在する区切りである。
また段階を特徴づける全体構造は研究者の側が導入した
理念的枠組みではなく，主体の側に内在し，主体の判断，
推論を規定する実在的枠組みである。とはいえ，上記の
5つの基準すべてが当てはまる発達段階を設定できるの
は（現在のところ）“知的操作”という領域だけである。
知的操作はその構造が形成されていくありさまを一歩一
歩辿り，遅かれ早かれその均衡形態に到達するのを見届
けることのできる特権的領域である。
それでは，知的操作以外の認知機能については発達段
階を設定できるのであろうか。知覚や心像など，あるい
は，感情や社会性などの発達にも発達段階が認められる
のであろうか。ピアジェは 5つの段階基準のすべてが当
てはまらないと段階と呼んではならないと主張している
わけではない。認知機能の各領域において，段階が認め

られるかどうかはそこにどれだけの構造的変換が見出さ
れるかに依存している。したがって，発達段階が認めら
れるとしても，領域によって段階基準（1），（2）まで，
あるいは段階基準（1）だけで満足しなければならない
こともある。また，ピアジェ自身が明示的に認めている
ように，人の精神全体を統括する人格の発達段階は存在
しない（Piaget, 1960）。
知的操作の特権性
それでは，知的操作という領域がなぜ特権的なのであ
ろうか。何よりもまず，この領域において構造が形成さ
れていくありさまを一歩一歩辿ることができ，遅かれ早
かれその均衡形態に到達するので，上記 5つの段階基準
をクリアすることのできる唯一の領域であるという意味
において特権的である。しかし，知的操作の特権性はこ
れにとどまらない。
第二に，知的操作は精神活動のもっとも一般的な形式
であって，内容的制約からもっとも自由である点である。
このことは形式が内容から開放されているということを
意味するものではなく，多種多様な内容に共通する遍在
的形式であることを意味している。したがって，認知発
達の指標として何か一つ取り上げなければならないとす
れば，遍在的形式の組織化である知的操作はその指標と
してもっとも相応しいものとなる。
第三に，知的操作が精神活動のもっとも一般的な形式
とするなら，どのような認識活動においても知的操作が
介入してくることである。分類したり，関連づけたりす
る操作的活動は，思考対象がどのようなものであれ，認
識活動においては不可欠であろう。このことは知的操作
以外の認知機能の発達もまた，知的操作の制約を受ける
ことになる。この意味においても知的操作は特権的なの
である。
第四に，知的操作は，その均衡形態において，全体構
造によって特徴づけられることである。既に指摘したよ
うに，知的操作は孤立して存在しうるものではなく，他
の諸操作と協応しあってよく制御された 1つの閉じた
システムをなしている。それゆえ，知的操作はその全体
構造を論理的モデルとして形式化できる特権的領域なの
である。実際，具体的操作期の操作的全体構造は 8つの
群性体として，形式的操作期の操作的全体構造は命題操
作システム（原子命題が 2つの場合は 16二項命題操作
システム）として形式化されている（Piaget, 1953; Table 

1）。ただし，このような操作的構造は主体が課題に直面
して“なすことができること”から推測されるのであっ
て，主体自身は構造の存在も構造を制御する規則もほと
んど意識していない。
知的操作の特権性は以上のようなものであるが，知的
操作の全体構造を論理的モデルとして形式化できること
から，知的操作を基準に発達段階を設定することは心理
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学的にさらに有利な立場に立つことができる。すなわ
ち，知的操作の全体構造を論理的モデルとして取り出す
ことができれば，そのモデルはその水準にある子どもあ
るいは青年の自然論理を明らかにしたことであり，その
モデルを検討することによって，その水準において可能
なことの全体を説明できるようになる。知的操作のある
発達段階に出現する認知的特性はモデルに含まれる論理
的関係から説明される。こうして，ある段階において獲
得されるものの，一見無関係に見えた諸特性も全体構造
の相の下では相互に密接に関連するものとして立ち現れ
てくる。具体的操作期におけるクラス化と包含の量化や
系列化と推移律の同時的出現がその具体例である。さら
に，知的操作の全体構造が閉じるとともにその構造を制
御する規則が永遠不変で自明な関係として主体の意識に
課せられる。知的操作の成立に伴う，つまり広い意味で
の論理数学的規則の獲得における必然性の意識はそのよ
うな操作的全体構造の閉鎖に伴う心理的随伴物である
（Piaget, 1967）。たとえば，数の保存課題において，「集
合の基数はその要素の布置を変えても変わらない」とい
う認識が 6歳ころの子どもの精神に課せられる。一見な
んでもないことのように思われるが，それまで子どもは
「拡げた方が多い」とか，「数えてみなければわからない」
と思っていたのである。ところがあるときから「そんな
の当たり前でしょ。さっき同じだったから」と，数の保
存を自明なものとして主張するようになる。発達のある
時点で人間精神に課せられる必然性の意識こそ，発達段
階およびそれを特徴づける全体構造が実在することの証
なのである。また，このような蓋然的認識から必然的認
識へ，経験的真理から演繹的真理へ，時間的法則性から
非時間的規則性への移行は，精神発達における質的飛躍，
認知構造の質的変換であるから，知的操作を基準に発達
段階を画することは，変態を基準に昆虫の成長段階を画
することと同じくらい自然なことである。

ピアジェ理論の形式的操作理論

筆者に与えられたテーマはピアジェの発達段階論の中
でも形式的操作期の一般性・普遍性に関するものであっ
た。そこで本節ではピアジェが形式的操作期をどのよう
なものとして捉えていたのか，彼の形式的操作理論を全
体構造論として紹介し，その心理学的意味を検討する。
ピアジェの形式的操作理論がもっとも詳しく展開され
た Inhelder & Piaget （1955 /1958. 以下では，LELAと略
記する）を中心に見ていくことにするが，Piaget （1953，
1954，1962）にも形式的操作に関するまとまった記述が
見出される。
形式的操作期の知的新しさ

6–7歳ころ始まり 9–10歳ころ均衡形態に達する具体
的操作は，諸対象を関係づけるにしろ分類するにしろ，
具体物あるいはそのイメージに対して発揮されていた。
それに対し , 11–12歳ころから形成され始め，14–15歳
ころその均衡形態に達する（とされる）形式的操作は具
体なものから開放されて，思考の形式について推論でき
るようになる。このことがもたらす知的成果は計り知れ
ないほど重大であり，具体的操作期には見られなかった
質的に新しい思考様式が叢生する。
第一に，言語面においても帰納的推論においても，仮
説演繹的推論が可能になる。言語面では，具体的操作期
の子どもは自分が信じていない諸前提からその論理的帰
結を演繹することが難しいのに対し，形式的操作期にあ
る者は，与えられた諸前提を承認するにせよしないにせ
よ，とりあえずそれを仮説として受け入れ，必然的帰結
をそこから引き出すことができる。帰納的推論の領域で
も，ある物理現象を支配している法則を見出すよう求め
られた場合，具体的操作期の子どもは，直ちに現象を生
み出す装置に働きかけようとするのに対し，形式的操作
期にある者は，最初試しに装置を動かしてみることはす
るものの，その後は考えうる法則を仮説として枚挙して
から，各仮説の妥当性を順次実験的に検証し ,系統的な

Table　1　16二項命題操作システム

No. 命題操作名 記号表記 選言標準形 選言標準形 記号表記 命題操作名 No.

1 完全否定 （0） （0） pq∨ p¬q∨¬pq∨¬p¬q p * q 完全肯定 16

2 連言 pq pq p¬q∨¬pq∨¬p¬q p｜q 非両立 15

3 条件法否定 ¬（p→q） p¬q pq∨¬pq∨¬p¬q p→q 条件法 14

4 逆条件法否定 ¬pq ¬pq pq∨ p¬q∨¬p¬q q→p 逆条件法 13

5 選言否定 ¬p¬q ¬p¬q pq∨ p¬q∨¬pq p∨ q 選言 12

6 p肯定 p〔q〕 pq∨ p¬q ¬pq∨¬p¬q ¬q〔p〕 p否定 11

7 q肯定 q〔p〕 pq∨¬pq p¬q∨¬p¬q ¬p〔q〕 q否定 10

8 双条件法 p≡q pq∨¬p¬q p¬q∨¬pq p W q 相互排除 　9
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実験から法則を帰納することができるようになる。
第二に，命題の論理が可能になる。具体的操作はクラ
ス，関係，数などの構造に従って諸対象を組織化するこ
とにある。このとき確かに言語的表出としては命題を
伴っているものの，命題は単にその内容において考えら
れているだけなので，具体的操作は“命題内操作”であ
る。それに対し，形式的操作は命題として与えられた言
明や仮説を対象とし，それらの命題とそこから帰結する
命題との関係を扱うので，“命題間操作”であり，真偽
関係を問題にしたときその推論は命題の論理となる。
第三に，形式的思考が成立することである。つまり，
思考の形式がその内容から分離し，思考の形式に従って
推論が可能になる。具体的操作は特定の内容に適用され
たとしても，他の内容にも一般化可能であるとは限らな
い。つまり，具体的思考は内容依存的である。そのため，
たとえば，物質量の保存，重さの保存，体積の保存間の
水平的デカラージュが生ずる。それに対して，形式的操
作期においては，命題の内容に依存せずに，その形式に
おいて推論の妥当性が判断できるようになる。こうして
経験的真理と形式的真理とが分離する。
第四に，新しい操作的シェムの出現である。形式的思
考が可能になるのとほぼ同じ頃 , 組み合わせ法（組み合
わせや順列など），比率に関わる諸観念，確率に関わる
諸観念，二重参照系，力学的釣合い，相関といった形式
的操作期に特有の高次な操作的シェムが出現する。
第五に，形式的操作は二次的操作であること，言い換
えれば，他の操作に対して遂行される操作である。組み
合わせは分類の分類化であり，順列は系列の系列化であ
り，比率は関係同士の関係づけであり，確率は可能なも
のと現実的なものとの比率であり，二重参照系は参照系
そのものの参照である。そもそも，命題の論理における
命題操作は先立つクラスや関係の操作（一次的操作）の
結果としての命題に対する操作であって，やはり二次的
操作である。
かくして形式的操作期になると，現実的なものと可能
なものとの関係が逆転し，可能なものの世界から現実的
なものを捉え，現実的なものを超えた必然的関係によっ
て可能なものを結び付けることができるようになる。し
たがって，対人的には考え方や利害が異なる人の立場に
身を置き，そのような人とも生産的議論が可能となるし，
興味の範囲についても直接的経験を超えた人生，社会，
歴史，宇宙の問題に関心を持つことができるようになる。
形式的操作の全体構造論
それでは，これら形式的操作期の知的新しさはどこか
ら来ているのであろうか。知的新しさは部分集合族がも
つ全体構造に基づくとピアジェは考える。すなわち，形
式的操作期になると知的操作が部分集合族と同型の構造
的まとまりを形成し，数学的には束の構造と INRC群の

構造を含んだ全体構造をなすようになることに基づく。
ピアジェの形式的操作理論は何よりもこのような全体構
造論によって特徴づけられる。
ところで，形式的操作の全体構造はクラスの乗法操作
と組み合わせ法から導くことが可能である。具体的操作
期でも二つのクラス A（とその補クラス com-A），B（と
その補クラス com-B）からクラスの乗法操作によって 4

つの単純結合クラスを作ることができる（ただし，A＋
com-A＝B＋com-B，A∩ B≠0）。

A & B（＝1），A & com-B（＝2），com-A & B（＝3），
com-A & com-B（＝4）
この 4つの単純結合クラスから，n 個ずつの組み合わ

せ法によって，次のような 16個のクラスを作り出すこ
とができる。
（空集合）　　　　　　　0

（1つずつの組み合わせ） 1,  2,  3,  4 

（2つずつの組み合わせ） 1+2,  1+3,  1+4,  2+3,  2+4,

3+4 

（3つずつの組み合わせ） 1+2+3,  1+2+4,  1+3+4,

2+3+4 

（4つずつの組み合わせ） 1+2+3+4 

これら 16個のクラスからなる集合は，集合論で基底
集合 {1,2,3,4}の“部分集合族”と呼ばれている。部分
集合族は，その集合に含まれる任意の 2クラスの和クラ
スを上限，共通クラスを下限として持っているので，束
（より正確には，ブール束）の構造を持つ。命題論理と
いうのは，部分集合族に含まれるクラスの関係を命題の
関係に置き換えたものに他ならない。実際，クラス A，
Bを命題 p，qに，その補クラス com-A，com-Bを命題
の否定¬p，¬qに置き換えてできる 4つの単純結合命
題 pq，p¬q，¬pq，¬p¬qから，組み合わせ法によっ
て 16個の命題を作り出すことができる。これら 16個の
命題は“16二項命題操作”と呼ばれ，原子命題が 2つ（p

と q）の場合の命題論理に必要な命題操作のすべてを含
んでいる（Table 1 ; Piaget, 1962）。
ところで，部分集合族は（したがって，命題論理）は

“INRC群”と呼ばれるもう 1つの構造を含んでいる。
例えば，4つの命題操作 p→q，p¬q，¬pq，q→pは次
のような変換で結ばれている。

I  （同一）：p→q　⇒　p→q

N （否定）：p→q　⇒　p¬q

R （相補）：p→q　⇒　q→p

C （相関）：p→q　⇒　¬pq

ここで，Nは命題の否定をとる変換，Rは命題を構成
する原子命題 p，qの否定をとる変換，Cは命題を選言
標準形で書きあらわしたとき，選言と連言を入れ替える
変換，Iは変換しない同一変換である。4つの変換は閉
鎖性，可逆性，結合律，同一変換の存在という，群であ
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るための4条件を満たし，数学的な意味で4元群でもある。
このように形式的操作の全体構造は束群という豊かな
構造を持っているので，非常に抽象的で一見無味乾燥に
見えるけれども，その心理学的含意は次に見るように絶
大である。
形式的操作の全体構造の心理学的意味
それでは，形式的操作の全体構造のような論理的モデ
ルを提示することにどのような心理学的意味があるので
あろうか。ここでは，全体構造の心理学的意味をその構
造的側面と発生的側面とに分けて指摘する。
全体構造論の心理学的意味を構造面から指摘すれば，
形式的操作の全体構造に含まれる構造を分析することに
よって，その水準において初めて可能になった知的新し
さを説明できるようになることである。形式的操作期に
入ると具体的操作期には見られなかった高次の推論様式
が出現する。しかし，このような知的新しさはその現れ
方が多様であり，一見したところお互いに関連があるよ
うには見えない。そのため，青年期を特徴づけるに，「青
年になると，あれもできる，これできるようになる。こ
の点もあたらしい…」と新しい特性を羅列することで終
わってしまいがちである。それに対して，形式的操作の
全体構造を明らかにすることができれば，形式的操作期
に見出される特徴的諸行動が全体構造に含まれる構造か
ら，あるいはそれと関連した諸特性から説明できるよう
になる。
部分集合族の組み合わせ的性格（束の構造）は，形式
的操作期の知的新しさを全面的に覆っていて，それが持
つ心理学的意味は重大である。命題操作自体が可能な事
態の組み合わせであり，あらゆる可能な仕方で要因や仮
説を組み合わせることができる柔軟性と力強さを命題操
作に与えてくれる。仮説演繹的推論とは可能な事態の組
み合わせの中へ現実の事態を挿入することによって現実
を理解しようとする試みである。また，命題論理は原子
命題の内容的真偽を問題とすることなく，命題間の組み
合わせ方の真偽を扱うので，命題的推論の形式はその内
容から分離し，形式的思考が可能となる。

INRC群の持つ心理学的意味もまた重大である。具体
的操作の全体構造は 8つの群性体からなるが，クラスを
合併するときはこの群性体，関係の対応をとるときはあ
の群性体というように，各群性体は相互に結びつけられ
ることがなくばらばらに機能していた。それに対して，
形式的操作期の全体構造は INRC群のおかげで，各命題
操作が否定変換，相補変換，相関変換によって相互に結
びつけられ，1つの命題操作システムとしてまとめられ
る。これによって， 形式的操作期の思考はクラスや関係
を自由自在に扱えるようになり，思考力は飛躍的に拡大
する。また，INRC群は否定 Nと相補 Rという 2種類
の可逆性を 1つの全体に統合しているので，具体的操作

期の子どもには近づきがたかった，比率の観念，二重参
照系，力学的釣り合いなど高次な操作的シェムの獲得が
可能となる（Inhelder & Piaget, 1955 /1958）。これら諸々
のシェムはすぐにその適用例が思い浮かぶほど高度な一
般性を持っており，日常生活の問題解決においても有用
な役割を果たしている。
興味深いのは，操作的諸シェムと命題論理の間にはど
んな類縁性があるようにも見えないにもかかわらず，ほ
ぼ同時期に獲得されることである。その理由は，操作的
諸シェムは束と INRC群という二重の構造を含んだ部分
集合族から派生し，一方命題論理は同じ部分集合族の構
造を命題に翻訳し直したものであるから，操作的諸シェ
ムが形成されるために命題論理を必要とするのである。
このように，全体構造論的にアプローチすれば，表層的
には共通性がないように見える形式的操作期の知的新し
さの間に構造的共通基盤を見出し，それらの同時出現を
理解可能なものとしてくれる。
次に，全体構造論の発生面における心理学的意味は何

であろうか。それは形式的操作の全体構造を形式的モデ
ルとして取り出すことができれば，その前段階の具体的
操作期の全体構造の形式的モデルと比較することによっ
て，両者の構造的つながり，発生的系譜を調べることが
でき，したがって全体構造の心理的構築過程への示唆を
得ることができることである。それでは形式的操作の
全体構造に特有の組み合わせ法はどこから来るのであ
ろうか。具体的操作期においても，すでに指摘したよう
に，2つのクラス A，Bから，クラスの乗法操作によって
4つの単純結合 A & B（＝1），A & com-B（＝2），com-A 

& B（＝3），com-A & com-B（＝4）を作ることができる
（ただし，A＋com-A＝B＋com-B，A∩ B≠ 0）。しかし，
具体的操作による思考はここでとまってしまう。具体的
操作期の子どもにとって隣接しないクラスの加法 1＋4

や 2＋3は意味をなさない。ところで，具体的操作期の
子どもはクラスの加法にかかわるもう 1つの操作をもっ
ている。全体クラスが A＋com-Aに分けられるとき，別
の分け方 B＋com-B も可能である（ただし，Bは com-A 

に含まれ，Aは com-Bに含まれる。すなわち A＋com-A

＝B＋com-Bだが，A∩ B＝0）。このクラスの置き換え
操作は代替操作（ヴィカリアンス）と呼ばれている。こ
の代替操作をクラス A, B間の乗法操作の結果 A & B＋
A & com-B＋com-A & B＋com-A & com-Bに適用すれば，
この全体クラスはどこに分割線を入れるかに応じていろ
いろなクラスが構成可能となる。つまり，代替操作によっ
て分類操作を一般化すれば，16個の要素からなる部分
集合族を得ることができる。したがって，部分集合族の
組み合わせ的構造はクラスの乗法操作によって得られた
4つの単純結合クラスへの代替操作の適用に由来するこ
とが全体構造の分析から示唆される。
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それでは，全体構造に含まれるもう 1つの構造である
INRC群はどこから来ているのであろうか。ピアジェは
具体的操作期に見出される 2タイプの思考の可逆性にそ
の源泉を見出している。1つは否定に基づく可逆性，も
う 1つは相補性に基づく可逆性である。INRC群を思考
の可逆性という観点から見た場合，INRC群は否定に基
づく可逆性と相補性に基づく可逆性とを 1つの構造に
統合している。つまり，INRC群の否定 Nは具体的操作
期における加法的クラスの群性体に，相補 Rは反対称
的関係の群性体にすでに存在していて，INRC群はクラ
スの群性体に由来する可逆性と関係の群性体に由来する
可逆性という 2タイプの可逆性を 1つの構造に統合し
ている。この意味で，形式的操作の全体構造に含まれる
INRC群は具体的操作より豊かな構造であると同時に，
INRC群も先に築かれた操作の上に築かれる高次の操作
的構造であることが示唆される。
以上の発生的分析で重要なことは，形式的操作期の知

的構築の全体が，外部から新しい能力をこっそりと持ち
込むことも成熟などの内在的要因にやむなく訴えること
もなく，発生的に説明できる可能性が発生的構造主義の
アプローチによって切り開かれる点である。それ故，子
どもの思考から青年の思考への移行の道筋を明らかにす
るためには，具体的操作の全体構造から形式的操作の全
体構造への再構築過程における構造を取り出し，その構
造に含まれている心理学的含意を分析することであろう
（その 1つの試みとして，中垣（2010）を参照のこと）。

ピアジェ発達段階論の意義

以上のようなピアジェの発達段階論および形式的操作
理論から，発達心理学の諸問題に対してどのような示唆
を得ることができるであろうか。ピアジェ発達段階論の
意義と射程をもう少し具体的に理解していただくため
に，前節までの議論を踏まえて，発達心理学の古典的問
題である発達の連続性・不連続性の問題，最近の認知発
達理論の一大潮流である理論説が提起する認知発達の領
域固有性・領域普遍性の問題，そしてこの特集号の編集
責任者から提起された形式的操作期の一般性・普遍性の
問題をここで検討する。
発達の連続性・不連続性をどうとらえるか
この特集号の責任編集者から執筆を依頼されたとき，

「いわゆる発達段階といったものを設定することの妥当
性，意義，その根拠などに関して大いに議論してほし
い」という旨の要望があった。しかし，この問いかけは
ある意味で非常に奇妙である。カイコのライフサイクル
を解説するのに卵期，幼虫期，蛹期，成虫期という成長
段階に分けて記載したとき，それに対して「『なぜ成長
段階に分けて記載するのか』，成長段階に分けることの
妥当性を示してほしい」という類の質問をする人はまず

いないであろう。記載対象のカイコが有機体として構造
的変換（変態）をすることを誰もが知っているからであ
る。構造的変換に対応しない，便宜的な発達段階を設定
したとき，初めてどのような便宜や都合でそのような段
階分けをしたのか説明してほしいという要望が出てく
る。ピアジェの発達段階論は，有機体の構造的変換とし
ての発生過程を行為の構造的変換としての心理過程に延
長した，いわば精神の変態論である。「知的操作の特権
性」で指摘したように，知的操作の発達には，時間的な
ものから非時間的なものへ，経験的なものから先験的な
ものへ，有限なものから無限なものへ，という質的飛躍
が発達の要所要所で見られるのであるから，精神発達を
記載するのに発達段階を設けない方が知的怠慢の誹りを
免れないであろう。
この点は認知発達の諸問題を考える上で非常に重要で

ある。認知発達を構造変換としてとらえない者にとって
は，発達段階は単に便宜的な区分でしかない。実際，あ
る発達心理学の教科書（Siegler, DeLoache, & Eisenberg, 

2006）では「発達は連続的か非連続的か」と問うて，「こ
の問題は如何に発達を見るか，どれほどしばしば発達を
見るかに依存している」と自ら回答している。例えば，
人間の身長の発達は連続的に見えるが，身長の変化率で
みると思春期あたりに山が来るので非連続的に見えるこ
とや，子どもの成長は毎日顔を突き合わせている親に
とっては連続的に見えるが，年に 1回ほどしか顔を合わ
せない遠い親戚にとっては不連続的に見えることを挙げ
ている。つまり，発達が連続的に見えるか非連続的に見
えるかは研究者の見方次第だというわけである。アメリ
カ合衆国を代表する発達心理学者の見解が如実に示して
くれるように，認知というものを要素論的にアプローチ
する限り，発達の連続性 ･非連続性の問題は，従って，
発達段階の問題は擬似問題となってしまう。
それに対し，ピアジェは発生的構造主義のアプローチ
を取るので，発達の連続性 ･非連続性の問題は研究対象
（この場合は，人の認知機能）に属する，優れてリアル
な問題となる。既に指摘したように，知的操作の発達段
階は子どもの発達を語るために便宜上設定するのではな
く，自然な区切りに対応したものである。この観点はピ
アジェの発達段階基準の 1つである「全体構造」に反映
されていて，この意味ではピアジェの発達観を発達の不
連続説とみなすことができる。
しかし，ピアジェの発達観を単純な不連続説と見なす
ことはできない。具体的操作は感覚運動的知能の獲得物
を表象の水準において再構築したものである。また，形
式的操作は具体的操作の獲得物を二次的操作の水準で再
構築したものである。このように，ある段階の達成物は
前段階において獲得したものの分化と統合によるという
発達の連続性を絶えず強調している。この観点はピア
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ジェの発達段階基準の 1つである「統合性」に反映さ
れている。したがって，新しい構造は古い構造から抽象
される再構築であるという観点から見れば，発達は連続
的である。しかし，新しい構造が古い構造には還元し得
ない創発的特性を持つという観点から見れば，発達は不
連続的である。それゆえ ,ピアジェの発達観は発達の連
続説でも不連続説でもなく，両者の対立を止揚した弁証
法的発達観である。このように，ピアジェの発達段階論
は「発達は連続的か，不連続的か」という古典的問題に
対して首尾一貫した説明を与えることができる（Piaget, 

1970 /2007, p.59）のである。　
認知発達の領域普遍性・領域固有性をどうとらえるか
ピアジェは知能一般の発達段階ではなく，“知的操作”

の発達段階を設定したことをすでに指摘した。われわれ
は“知能”といわれると，知能テストで測られるような
能力を想起する。しかし，知能テストでは知的操作だけ
ではなく，知覚的分節化能力，記憶力，注意力，言語能
力，常識など様々な認知機能を測っている。このように
知的操作は日常的意味での知能と同一視できないにもか
かわらず，知能の発達段階論としてピアジェ理論が紹介
されると，ピアジェが知的操作の発達段階を問題にした
という観点が見失われ，「ピアジェは人間の認知機能全
体をカバーする発達段階を設定した」という評価が生ま
れる。この評価がさらに「ピアジェは認知発達の領域普
遍性を唱えた」という解釈を生むことになる。
それでは，ピアジェ理論は認知発達の領域普遍性論な
のであろうか。認知発達の領域普遍性論に対立する立場
は理論説と呼ばれている。理論説というのは，子どもは
知識領域ごとに特有の素朴理論を持っていてそうした理
論の変遷として子どもの認知発達をとらえる見方であ
る。素朴理論が“理論”と呼ばれるのは，特定の領域に
関して存在論的区別が可能なこと，領域固有の因果性を
備えていること，知識に凝集性が見出されることが挙げ
られる（Wellman & Gelman, 1992）。理論説は物理学的
領域，生物学的領域，心理学的領域など認識対象の存在
論的領域毎に，領域固有の知識や因果的説明図式を持つ
とするので，認知発達の領域固有性論であり，認知発達
の領域普遍性論の「典型」たるピアジェ理論を批判のター
ゲットとしている。しかし，既に見たように，ピアジェ
は知的操作の発達を問題にし，この領域でのみ 5つの段
階基準を満たすような普遍的段階設定ができると主張し
ている。見方を変えて，ピアジェの発達段階論における
各時期固有の認知構造を仮に理論と呼ぶなら，ピアジェ
発達段階論は知的操作の領域に関する理論説ということ
も可能である。同一の認知構造から導かれる知識の相互
連関性のことを知識の凝集性と見なせば，理論と呼ばれ
るための 1基準である知識の凝集性という条件も満たし
ている。ピアジェ発達段階論の中核は知的操作の構造変

換にあるから，理論の変遷を主張する理論説とこの点で
も共通である（中垣，2007）。
それでは，ピアジェ発達段階論は認知発達の領域固有

性論に与しているのであろうか。ここで，知的操作のと
らえ方が見解の分かれ目となる。領域固有性論者のよう
に，物理学的領域，生物学的領域，心理的領域などと同
じ資格において，知的操作を認識の一領域と見なす限り
においてその通りである。しかし，既に指摘したように，
知的操作は精神活動のもっとも一般的な形式であり，ど
のような認識活動においても知的操作が介入してくる。
幼児が日常生活において素朴物理学を築くにしろ，素朴
生物学を築くにしろ，認識対象を分類し，関係づけ，対
応を取るといった知的操作活動を欠かすことができない
であろう。知的操作のこのような領域普遍的浸透性のゆ
えに，知的操作以外の認知機能の発達もまた知的操作の
制約を受けることになる。別の言い方をすれば，知的操
作は認識活動における汎用の道具なのであって，どの存
在論的領域の認識活動であれ，この道具の発達水準に
よって獲得される認識が制約される。この意味で，ピア
ジェ発達段階論は認知発達の領域普遍性に与している。
それでは，ピアジェ理論は認知発達の領域普遍性論な

のであろうか。このとらえ方も正確ではないであろう。
領域固有な認識の獲得が知的操作の発達水準によって完
全に決定されているわけではないからである。知的操作
以外の領域の認知発達に関して，知的操作と同じ発達段
階を設定できるかどうかはアプリオリに決められること
ではない。素朴物理学が物的存在を対象とし，素朴生物
学が生物的存在を対象としている以上，領域ごとに異な
る対象の特性が認識獲得において重要な役割を演ずるこ
とが当然予想される。物的存在であれば，大きさ，形，
位置，運動など考慮すればよかったのに対し，生物的存
在では代謝，成長，自発性，目的性なども考慮しなくて
はならない。対象一般を同化するために必要な知的操
作（行為の一般的協応）は同じものであったとして，物
的存在を同化するための特殊的協応と生物的存在を同化
するための特殊的協応とは違ってこざるを得ないであろ
う。したがって，認知発達が認識対象の存在論的領域ご
とに違った様相を呈するという限りでの認知発達の領域
固有性論はピアジェ発達段階論に矛盾しないどころか，
それから期待されるところである。それゆえ , ピアジェ
発達段階論は知的操作という特殊な領域での発達を問題
にしたという意味では認知発達の領域固有性論ではある
が，知的操作の領域普遍的浸透性のゆえに知的操作を発
達段階の中核に据えたという意味では領域普遍性論なの
である。ここでも，ピアジェの発達観は認知発達の領域
固有性と領域普遍性の対立を止揚した弁証法的発達観な
のである。
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形式的操作期は一般的・普遍的発達段階か
最後に，責任編集者から筆者に与えられたメインテー
マである「形式的操作期を知の発達の一般的な水準とし
て措定できるか」に答えることにしたい。LELAでは，
形式的操作は 11–12歳ころ形成され始め，14–15歳こ
ろその均衡形態（閉じた全体構造）に到達するとされた。
しかし，その後に行われた形式的操作課題の追試的研究
は課題成績が LELAに記載されたものよりはるかに悪
いことが分かってきた。たとえば，Shayer & Adey （1981）
は，9歳から 16歳までのイギリス人児童生徒について，
LELAで用いられた 3つの形式的操作課題を集団形式で
実施している。対象者はおよそ 12,000名のイギリスを
代表する児童生徒であったが，その成績を LELAで用
いられた段階基準を当てはめて分類してみると，15–16

歳児でもトップ水準の段階Ⅲ Bに達している者は 10％
程度であり，形式的操作初期にあると見なせる段階Ⅲ A

を含めても 30％ほどしかいなかった。（LELAでは形式
的操作に至るまでの発達を前操作的段階，具体的操作前
期，具体的操作後期，形式的操作前期，形式操作後期と
いう 5段階に分け，それぞれ段階Ⅰ，段階Ⅱ A，段階Ⅱ
B，段階Ⅲ A，段階Ⅲ Bと命名している）。学校制度が整っ
ている先進国であっても，形式的操作課題の成績はイギ
リスと同じようなものである（Neimark, 1975）。
このように，LELAでは 14–15歳ころになると誰で

も形式的操作の均衡形態（Ⅲ B段階）に到達するかの
ように描かれていたにもかかわらず，その後に行われた
形式的操作課題の追試的研究は課題成績が軒並みに悪い
ため，認知発達の一般的水準として形式的操作期という
段階を措定すること自体が疑問視された。ピアジェもこ
の問題に直面して，形式的操作期をどのようなものとし
てとらえるべきか，形式的操作期に一般性がないように
見えるのはなぜかについて，次のような 3つの仮説を立
てて検討している（Piaget, 1970, 1972）。
仮説 1：誰もが形式的操作期に到達するようには見え
ないのは，個人によって文化的社会的環境によって発達
のスピードが異なるためであると考える。この考え方で
は，感覚運動期，前操作期，具体的操作期，形式的操作
期という発達の順序性は常に尊重されるものの，発達の
スピードは大人による知的刺激の質や頻度，あるいは，
子どもの側の自発的活動の可能性などに依存していて，
劣悪な環境においては形式的操作の獲得が大きく遅れ，
場合によってはそこに到達しない可能性さえ認める。し
かし，逆にいえば，形式的操作の構築に必要な知的刺激
が十分に供給されるという条件が満たされれば，通常の
人は誰でも形式的操作を獲得できるということになる。
仮説 2：形式的操作が獲得されるころには能力の多様
化が起こって，通常の人でも一部の者は，たとえ恵まれ
た環境に育ったとしても，形式的操作を獲得しない可能

性を認める考え方である。実際，描画のようにある種の
能力はある時期までは精神発達の指標となるくらい一般
的で規則正しい進歩を示すのに，それ以降は個人差が著
しく大きくなり，描画能力は特定の人々が有する特殊化
した能力となる。同様に，形式的操作もこの時期に多様
化する特殊化された能力の 1つとして位置づけられ，し
たがって，形式的操作期はもはや普遍的な発達段階では
なくなる。
仮説 3：通常の人は誰でも，遅かれ早かれ形式的操作

を獲得するが，それを発揮できる領域はその人の興味・
適性，職業的特殊化によって限定されるという考え方で
ある。したがって，天秤や振り子など物理的装置が用い
られる LELAの形式的操作課題では失敗しても，その人
の興味や適性が社会的方面にあるならその領域では形式
的操作を発揮できる可能性を認める。この考え方は，形
式的操作獲得の普遍性を認める点で仮説 1を採用し，形
式的操作適用領域の普遍性を否定する点で仮説 2を採用
しているので，両者の折衷案である。
ピアジェは，（当時）知りうる限りの知識では，とい
う条件を付けながらではあるが，第 3の仮説がもっとも
確からしいとしている。おそらく形式的操作獲得の非一
般性と能力の多様化という現実を認めながらも，発達段
階の順序性，形式的操作獲得の普遍性というピアジェに
とって捨てがたいところが維持できるからであろう。し
かし，そうだとすれば，思考の形式が内容から開放され
るという形式的操作期の知的新しさと矛盾しないのであ
ろうか。ピアジェは矛盾しないと考えているようであ
る。実際，「主体が興味を持つ領域においてそして好奇
心と創意を発揮しうる領域において（思考が）内容から
解放されることと，人生設計から無縁の領域での探求と
理解において同じ自発性を示すこととは別問題である。
…一言でいえば，形式的操作は具体的内容との繋がりか
ら解放されるという考えは維持される。ただし，その内
容に同じだけの適性があれば，あるいは，同じほどの興
味があれば，という条件において」（Piaget, 1970, p.155, 

1972, p.11）という（ただし，ここでいう領域は経験領
域であって，認知発達の領域固有性論でいう存在論的領
域ではない）。
ここから筆者の考えはピアジェから分かれる。仮説 3

のように，思考内容について興味を持ち知識も豊富にあ
る領域においては形式的に考えることができるが，主体
の興味や適性から外れた領域では形式的操作が発揮でき
ないというのであれば，形式的操作期において形式的思
考が可能になるということの意味の大半が失われてしま
う。むしろ逆に，内容について豊富な知識・経験を持ち
合わせている領域においては形式的に考える必要がない
のではないだろうか。「p→q，q，故に，p」という推論
形式は“後件肯定の虚偽”と呼ばれる誤った推論である
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が，大人でもこの推論形式の妥当性を判断することが難
しい（中垣，1993）。しかし，この推論形式に豊富な知
識のある内容を盛り込んで，例えば p＝「私は神戸に住
んでいる」，q＝「私は日本に住んでいる」としてやると，
この推論形式は妥当でないことがすぐにわかる。このと
き，豊富な知識のある領域に関する推論だから形式的に
考えることができて，後件肯定の虚偽を犯さなかったの
であろうか。それとも，豊富な知識のおかげで形式的に
考えなくても，内容からこの推論の誤りがわかったので
あろうか。筆者は明らかに後者だと考える。この推論に
おいては大前提 p→qを与えられていなくても，日本に
住んでいるからといって神戸に住んでいるとは限らない
ことは，神戸と日本に関する地理学的知識からわかるか
らである。
それでは，どの時点で思考形式がその内容から分離し
たといえるのであろうか。原理的にいえば，両者が分離
したといえるのは形式的操作の全体構造が完全な均衡形
態に到達したときであろう。というのは完全な均衡形態
において，思考は操作間の構造的つながりだけを頼りに
妥当な推論が可能となると考えられるからである。形式
的操作の獲得途上（例えば，段階Ⅲ Aにいる場合）に
おいては，形式的操作の全体構造がまだ完全に閉じてい
るわけではないので，思考は操作間の構造的つながりだ
けを頼りにすることができず，どうしても内容的妥当性
を参照せざるを得ない。そのため，形式的思考を求めら
れても推論はその内容に影響され，形式と内容との分離
は不完全にとどまる。形式的操作がピアジェの定義した
意味で“操作”となるのは，認知的均衡化の最後の局面
である理想的均衡形態においてであって，この極限にお
いて初めて形式的操作が内容から完全に開放されるので
はあるまいか。
したがって，筆者は現在知りうる限りの知識では，仮
説 1の方が確からしいと考えている。つまり，形式的操
作期は精神発達における普遍的発達段階であるが，人は
誰でもそこに到達するとは限らないと考える。実際，先
進国の大人でも過半は段階Ⅲ Bには到達していないと
思われる。ある人が自分の好奇心と創意を発揮しうる領
域においてであれば形式的操作課題にパスするのは，完
全な形で形式的操作が構築されているからではなく，形
式的操作の構築が不完全であっても，形式的推論の不完
全さはその領域における豊富な内容的知識によって補完
されるからであろう。先進国の大人でも過半は段階Ⅲ B

には到達していないとすれば，4枚カード問題のように
命題論理を獲得していれば簡単に解決できるはずの課題
に対し，大人でも惨めな結果を示すということが理解し
やすくなるのではないだろうか（Wason, 1977）。またそ
のように考えてもピアジェ理論は少しも損なわれること
なく，仮説 3を採用するよりも純化された形で維持され

ることになる。形式的操作期は通常の大人が到達し得る
最終段階であるだけに，現状ではそこに全員が到達しな
いからといって形式的操作期の普遍性が損なわれること
はないであろう。
それゆえ，「形式的操作期を知の発達の一般的な水準
として措定できるか」という問いに対して，次のように
答えることができる。形式的操作が完全な均衡形態に到
達することをもって形式的操作の獲得とするなら，誰も
が閉じた全体構造に到達するわけではないという意味で
形式的操作期は知の発達の一般的な水準とはいえないで
あろう。しかし，知的操作の均衡化は有機体の発生過程
と同様に方向づけられているので，均衡状態に到達する
人は結局同じ均衡形態に到達することになるという意味
において，完全な均衡形態は精神発達における普遍的発
達段階である。さらに，形式的操作の獲得の始まりをもっ
て形式的操作期への到達と見なすのであれば，そこに到
達する人が普通に見出されるという意味で，形式的操作期
を知の発達の一般的な水準として認めてもよいであろう。
最後に，本論考では形式的操作課題に関する実証的
研究（レビューとしては，e.g., Neimark, 1975; Lawson, 

1985; Bond, 1998），それに基づくピアジェ形式的操作
モデルの批判（e.g., Ennis, 1975; Wason, 1977; Braine & 

Rumain, 1983; Johnson-Laird & Byrne, 1991）については
一切問題としなかった。ピアジェ理論は知的操作を深層
構造とするコンピテンス理論であるから，いくつかのパ
フォーマンスだけからピアジェ理論を反証したり検証し
たりできない。実証的研究が問題としているパフォーマ
ンスを扱うには，それをコンピテンスに繋げる補助理論
が必要である。適切な補助理論を導入することによって，
ピアジェのコンピテンス理論を形式的操作期のパフォー
マンス理論として鍛え上げていくことができる。しかし，
コンピテンスとしての知的操作は（現在のところ）パ
フォーマンスを通してしか解明できないので，コンピテ
ンスの存在を信じない者にとってはパフォーマンスとコ
ンピテンスとを繋ぐ補助理論の導入は後知恵による辻褄
合わせ，アドホックな理論修正でしかないであろう。こ
こで問題になるのは事実が理論を裏づけているかどうか
ということより，どのように問題にアプローチするのが
生産的かという研究プログラムの問題である（Lakatos, 

Worrall, & Currie, 1980 /1986）。英米流の認知心理学的ア
プローチを採るのか，ピアジェ流の発生的構造主義を採
るのかという問題である。筆者は，ささやかではあるが
自分の研究歴からいって，発生的構造主義のアプローチ
の方がはるかに生産的であり，前進的研究プログラムで
あると思っている。このことを実感するためには，ピア
ジェが何を言っているのかを原典から学ぶことと，同じ
現象に対して 2つのアプローチがどのような説明を与え
ているのかを比較することが不可欠であろう。具体的操
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作課題については，例えば，中垣（1990，1992）を参
照されたい。形式的操作課題については，ピアジェの解
明したコンピテンスとしての命題操作システムに補助理
論を導入することによって，命題的推論課題に関するパ
フォーマンスがどれほど説明できるようになったか，推
論に関する新しい現象を理論的にどれだけ予見すること
ができるようになったかを，認知心理学的説明との対比
において明らかにした中垣（2010）を参照していただき
たい。
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Nakagaki, Akira (Faculty of Education and Integrated Arts and Sciences, Waseda University). The Significance and Potential 

of Piaget’s Developmental Stage Theory. THE JAPANESE JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY  2011, Vol.22, No.4, 369−380.

The purpose of this paper was to elucidate the significance and potential of establishing developmental stages of cognitive 

development, as an introduction to and explication of Piaget’s developmental stage theory. First, Piaget posited five criteria 

for developmental stages and established four stages, based on the development of intellectual operations which are realistic 

frameworks that constrain a person’s judgment and reasoning. Second, the formal operational stage was characterized by the 

whole structure in formal operations, and the implications of this wholeness was clarified by investigating what kind of logico-

mathematical structures were contained in it, and how this wholeness was constructed from the whole structure in concrete 

operations. Finally, as the basis for understanding the significance and potential of Piaget’s stage theory, three developmental 

problems were discussed: the problem of developmental continuity /discontinuity which is one of the main classic themes 

in developmental psychology; the problem of domain-generality /domain-specificity which is an issue in the study of theory 

theory; and the problem of generality and /or universality of formal operations which was raised by the editors of this special 

issue.

【Key Words】 Developmental stage, Piaget’s theory, Intellectual operation, Formal operations, Whole structure
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赤木　和重
（神戸大学大学院人間発達環境学研究科）

本稿の目的は，障害研究における発達段階の意義を再検討することであった。定型発達児と同様の発
達段階を想定しにくい自閉症スペクトラム障害を対象とした。第一に，田中昌人らによる「可逆操作の
高次化における階層―段階理論」をとりあげ，障害領域における発達段階論の特徴を検討した。第二に，
発達段階論に代わって台頭し，障害特性論の象徴でもある「心の理論」障害仮説を検討した。「心の理論」
障害仮説は，領域普遍・質的変化という発達段階の中核的な構成概念を否定したところで構成されてい
ることを述べた。第三に，「心の理論」障害仮説を批判する形で出されてきた知見を紹介し，自閉症の障
害を説明する際には，機能連関・発達連関という視点が重要であることを指摘した。以上をふまえ，機
能連関・発達連関を想定した場合，実践のあり方がどのように変容しうるのかを検討した。具体的には，
ある障害がみられる能力のみを支援するのではなく，その障害を生起させている発達連関・機能連関に
働きかける支援がありうることを提起した。
【キー・ワード】　発達段階，自閉症スペクトラム障害，「心の理論」，機能連関，発達連関

発達段階は過去の遺物か

障害領域における発達段階の否定と軽視
田丸（1990）は，発達段階の存在や意義を擁護する
立場でありつつも，「発達段階は過去の遺物」になりつ
つあると指摘した。発達段階が否定され，そして，その
有効性が議論されなくなりつつあるという意味である。
1990年のことである。田丸（1990）の指摘は，今でも，
そして，障害児を対象とした発達研究においてもあては
まる。むしろ，さらにその状況は進んでいるといえる。
その証左は，障害児保育・教育実践において，「発達段
階に応じて教育を行う」といった表現の使用が少なく
なっていることからもわかる（赤木，2008）。
このような変化は何に規定されているのだろうか。大
きくは 2つの理由がある。1つは，発達段階論の否定と
いう側面であり，2つ目は発達段階論の軽視という側面
である。
まず，前者の否定という側面において述べる。発達段
階論の多くは，ピアジェに代表されるように，様々な領
域間で発達の構造が共起的に変化する領域普遍性を想定
している。しかし，障害児の場合，領域普遍的な変化の
存在については疑義が出されている。特に自閉症児にお
いては，領域間にばらつきがみられることは周知の事実
である。例えば，因果関係の理解に如実にあらわれる。
定型発達児は，物理的因果関係と社会的因果関係の理解
が並行して発達する。しかし，自閉症児の場合，その両
者に乖離がみられる（Baron-Cohen, Wheelwright, Spong, 

Schahillm, & Lawson, 2001）。
後者の軽視という側面において述べる。発達段階が軽
視される背景には，発達段階論を考慮に入れることによ
る実践的有効性を認めにくかったり，発達段階論以外に
有効な視点が導入されたりしたことが考えられる。発達
段階論そのものの否定というよりも，発達段階をふまえ
て障害を検討することへの相対的な関心の低下といえ
る。特に，障害研究においては，この点が注目される。
障害児における発達段階の存在が否定されたというより
は，そもそも議論自体が成立しえなかったということの
ほうが正確かもしれない。障害児における発達段階につ
いて論じた成書が，ほとんどみられないことからもわか
る。
しかし，本当に発達段階を検討することは，意味がな

いのだろうか。もし，意味がないとすればなぜ過去に影
響力をもちえたのだろうか。特に，発達段階の軽視とい
う側面が強いのであれば，改めて検討する必要があるだ
ろう。
本稿では，以上のような問題意識をもとに，障害領域

における発達段階の意味を検討する。第一に，発達段階
論が影響力をもっていた時期の特徴をおさえる。その際，
1960年以降，我が国で一定の影響力をもった田中昌人
らによる可逆操作の高次化における階層―段階理論をと
りあげる。第二に，障害特性論の象徴ともいえる「心の
理論」障害仮説をとりあげ，発達段階論と対置させる形
で，その特徴を述べる。第三に，「心の理論」障害仮説
を批判する形で出されてきた研究をいくつか紹介し，障
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害領域における発達段階論を考慮する現代的意義につい
て検討する。以上をふまえ，最後に発達段階論をふまえ
た場合，実践のあり方がどのように変容しうるのかにつ
いて，ある教育実践を紹介しつつ，問題提起を行う。
以上を通して，障害研究における発達段階論の意義を
再検討することが本稿の目的である。なお，障害領域に
おいても，障害種別によって，発達段階論の扱われ方は
さまざまである。本稿では，自閉症スペクトラム障害（以
下，自閉症とする）を中心に論じる。自閉症は，知的障
害などに比べ，発達の下位領域において大きなずれを示
し（Happé, 1994），発達段階論が内包している領域普遍
的な特徴から外れやすい。それゆえ，自閉症を対象にす
ることで，障害領域における発達段階論の限界や意義を
より明確に検討できると考えられる。
なお，発達段階を構成する概念として，橋本（1999）

に従い，次の 3点を含める。1点は，非連続性である。
発達の質的変化とも言われるように，ある行動が質的に
変化することをさす。2点は，順序性である。どの子ど
もにおいても，発達の順序は一定であることをさす。3

点は，領域普遍性である。その変化は，発達のさまざま
な側面においてみられるとする。

障害領域における発達段階論の歴史的経緯

階層段階理論からみる発達段階論
障害領域における発達段階がどのように理論化され，
また支持されたのかを検討するにあたって，本稿では，
田中昌人らが提起した「可逆操作の高次化における階層
―段階理論」（以下，階層段階理論とする）をとりあげ
る（田中，1980，1987a）。田中昌人は，重症心身障害児
施設で勤務し，そのなかで，知的障害のある子どもたち
の発達をとらえる視点として独自の理論をつくりあげ
た。階層段階理論とは，我が国の 1950年代から理論化
がすすめられた。現在だけでなく，当時においても，発
達研究の領域においては，階層段階理論は，それほど注
目されていたわけではない。また，障害領域における発
達段階としては，太田らによる「太田の Stage」理論な
ども注目されてきた（太田・永井，1992）。しかし，本
論では，以下の 2つの理由により，階層段階理論をとり
あげる。

1つは，階層段階理論が，障害領域において明確に発
達段階の存在を主張しているからである。ピアジェは発
達段階の記述やその移行について論じているが，障害児
を直接の対象とした記述はみられない。また，ワロンや
ヴィゴツキーは，障害領域における発達段階の存在を指
摘しているものの，明確な段階やその移行過程を記述し
ているわけではない。一方，階層段階理論は，障害児に
おける発達段階の存在や，質的変化の存在を明確に提起
している。そのため，発達段階論について検討するには

適している。
もう 1つは，階層段階理論が，我が国の障害児教育の
なかで無視できない役割を果たしてきたからである。階
層段階理論は，乳幼児健診の制度化や，1979年の養護
学校義務制の実施に対して理論的・実証的根拠を与えた
ことが指摘されている（加藤，1982；窪島，1989）。そ
のため，我が国の発達研究や教育実践との関連を意識し
た場合，階層段階理論は検討に値する。
階層段階理論は，大きくは次の 3つの特徴を有する。

1つ目の特徴は，可逆操作という概念を発達の中核的機
制として設定したことである。可逆操作とは，ピアジェ
の可逆性を発展させたものである（田中，1980）。ただし，
ピアジェと異なり，可逆性が，児童期に成立するもので
はなく，児童期までの各段階においてそれぞれ異なる質
を有する可逆性が成立するとした。可逆操作とは，発達
をとらえる基本的カテゴリーで，それ以上わけることの
できない操作単位であるとされ，外界を取り入れ，新し
い活動を作り出し，そうすることで自らの内面性を豊か
にしていく操作であると考えられている（田中，1997）。
例えば，1歳半ころは，一次元可逆操作期にあるとされ，
4歳ころは二次元可逆操作期にあるとされる。また，ピ
アジェと異なり，可逆操作は，知的発達に限定されるわ
けではなく，身体的，知的，自我，社会性のそれぞれの
側面において普遍的にみられるものであるとし，領域普
遍性を重視している。

2つ目の特徴は，発達過程で質的な変化を想定し，そ
の移行に焦点をあてたことである。可逆操作が高次化し
ていき，操作の構造が再体制化していくことを重視した。
また，発達段階間の移行については，ピアジェが，同化
と調節，均衡化という概念を出して説明しているが，田
中昌人は，発達を自己運動として，可逆操作力と可逆操
作関係の矛盾や，発達の原動力という概念を出して，そ
の移行を論じている。

3つ目の特徴は，上記 2つ目から帰結されうることで
あるが，定型発達児・障害児はともに「共通の発達のみ
ちすじをあゆむ」として，発達の順序性を提起したこと
にある。もちろん，障害による発達の独自性にも言及し
ているが，しかし，可逆操作が高次化していく順序とそ
の移行過程については共通であると主張している。発達
年齢が 1歳半ころの知的障害の子どもを，「一次元可逆
操作の段階を越えようとしている人」という表現のよう
に，共通の発達段階のどこかに位置づくことをより重視
していたことからもうかがえる。
発達段階論の問題点
階層段階理論は，可逆操作の高次化による質的転換や，
身体，認知，社会性にわたる領域普遍性，そして，障害
の有無にかかわらず発達の順序性は共通であるとしてい
る。きわめて発達段階的な発達理論であり，グランドセ
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オリーを志向していたといえる。しかし，それゆえに，
どの発達段階論においても批判されるような問題点を有
していた。
典型的な批判の 1つは，階層段階理論の特徴である領

域普遍性が，自閉症児においては成立しにくいという点
である。茂木（2000）は，階層段階理論に肯定的な見方
を示しつつも，自閉症児を含めた全ての児童が可逆操作
という共通の中核機制で発達するわけではないと，領域
普遍的な見方への疑義を提出している。
さらに，階層段階理論は，実証的な知見を出しにくい
面がある。特に，可逆操作の操作的定義がなされていな
いために，何をもって可逆操作の高次化がみられるのか
について明確になっていない。ある行動が変容したり，
ある課題ができたことが，そのまま直接的に可逆操作の
高次化につながったといえるわけではない。抽象度の高
い概念だけに何をもって，発達段階の高次化を測定する
ことが困難であった。

発達段階論から障害特性論へ

障害特性論の隆盛
このような状況のなかで，障害特性論が，発達段階論
にとってかわるようになった。特別支援教育では，「発
達段階に応じた教育」ではなく「障害特性に応じた教
育」を一義にかかげる傾向が強くなってきたことにも呼
応している（赤木，2008）。障害特性が何をさしている
のかについては明確な定義はない。ただ，障害固有の行
動的および心理的な特徴とすることには合意ができるだ
ろう。
自閉症の障害特性としてあげられるものには，さまざ
まな特徴がある。例えば，DSM-Ⅳ-TRの診断基準にあ
げられているような対人的相互反応，コミュニケーショ
ン，固執行動に加え，実行機能（Pennington & Ozonoff, 

1996） や 自 己 意 識 の 特 異 性（Lee & Hobson, 1998; 

Millward, Powell, Messer, & Jordan, 2000），感覚過敏 / 鈍
磨（高橋・増渕，2008）などである。自閉症に限らず，
読み書き障害や AD/HDなどそれぞれの障害固有の特性
内容について盛んに研究が行われている。数多くの知見
が出されるなかで，「障害特性に応じた教育」が盛んに
行われるようになったといえる。逆に，自閉症児の子ど
もの発達段階を明らかにしようとしたり，発達段階に応
じた実践を展開しようという研究は少なくなってきてい
る。障害研究の領域においては，発達段階論から障害特
性論へシフトしてきたといえるだろう。
「心の理論」障害仮説の台頭
このような障害特性論の代表としてあげられるのが

「心の理論」障害仮説である。1985年に Baron-Cohen, 

Leslie, & Frith（1985）が，「心の理論」障害仮説を提起し，
自閉症研究に大きな影響を与えた。「心の理論」障害仮

説とは，自閉症児は，他者の誤った信念を理解すること
が，定型発達児や知的障害児に比べて困難であり，それ
が障害の根底にあることを示したものである。Figure 1

に示されるような仮説が提示されている。ToMMとは，
心の理論メカニズム（theory of mind mechanism）とよ
ばれ，通常 4歳ころに獲得される。そして，その ToMM

の発達を支えているのが，SAMである。SAMとは，注
意共有メカニズム（shared attention mechanism）とよば
れ，通常 9，10ヶ月ころからみられる。自己と他者と対
象の 3つの項を一度に関連づけるようなメカニズムのこ
とをさす。そして，SAMの発達につながっているのが，
IDと EDDである。IDとは，意図の検出器（intentionality 

detector）とよばれる。EDDとは，視線の検出器（eye 

direction detector）とよばれる。IDと EDDは，いずれ
も乳児期前半にはみられるとされている。
このモデルの特徴の 1つは，通常，乳児期前半にみら
れる IDと EDDには，自閉症児は困難がないが，生後 9，
10ヶ月ころに獲得される SAMと通常 4歳ころに獲得さ
れる心の理論の獲得に自閉症児は困難があることを明確
に指摘した点にある。つまり，生後 9，10ヶ月ころの
SAMに自閉症の一次的な困難があり，その結果として，
4歳ころの「心の理論」の獲得に困難をもつという障害
モデルを提起している。もう 1つの特徴は，「心の理論」
障害仮説が，自閉症児が示すさまざまな社会的行動――
例えば，うそ・あざむき・皮肉の理解・他者の気持ちを
理解できないなど――を「心の理論」の障害という点か
ら統一的に示した点にある。このような特徴をもつため
に，多くの研究者が，「心の理論」を参照軸としながら
研究をすすめることになった。

Figure 1　心を読むシステム（Baron-Cohen, 1995 /1997

から）
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「心の理論」障害仮説と発達段階論の解体
「心の理論」障害仮説は，自閉症研究を進展させる一方，
有効性がゆらいでいた発達段階論を否定・軽視する契機
につながった。なぜなら「心の理論」障害仮説は，発達
段階論の構成要素である領域普遍性，質的変化を否定し
たところで理論構成がなされているからである。
まず，「心の理論」障害仮説が，領域普遍性を否定し
ている点について述べる。Baron-Cohen（1995 /1997）は，
「心の理論」の成立にあたり，生得的なモジュールの存
在を想定している。モジュールとは，Forder（1983 /1985）
によれば，その領域との関連情報を参照した処理を必要
とせず，それぞれ固有の領域の問題を解決するために，
生得的に埋め込まれた機能が領域固有的に作用すること
をさす。モジュール説は領域固有説と重なる点が多く，
それゆえ，発達段階が想定している領域普遍性と異なる。
次に，「心の理論」研究が，発達の諸能力の質的変

化を想定していない点について述べる。Baron-Cohen

（1995 /1997）は，SAMから ToMMへの変化を記述する
など，「心の理論」が成立する段階について言及している。
しかし，そこに質的な変化を想定しているわけではな
い。むしろ， SAMや ToMMを命題的態度を表象するこ
との困難さという点で連続的なものとしてとらえている
（Surian, Baron-Cohen, & Van der Lely, 1996）。命題的態度
とは「地球は丸いと信じている」のように，内容を示す
命題とその命題に対して「信じる」とか「思う」とか心
的態度を伴う構造のことをさす。SAMの場合は，［ジョ
ンは―見る―（私は―見る―女の子）］という行動レベル
での命題的態度であり，ToMMの場合は，［サリー―考
える―（私のおはじきは―バスケットのなかにはいって
いる）］と表象レベルの命題的態度としてあらわすこと
ができるとしている。そして，自閉症児は，そのいずれ
においても困難を示すと指摘されている。質的な変化を
認めているよりも，命題的態度を表象することの困難さ
という点で連続的にとらえている。連続性を重視してい
る点で，発達段階が想定している質的変化とは異なる。
領域固有的・質的変化を想定しない「心の理論」障
害仮説の背景には，生得主義が関係している（Karmiloff-

Smith, 1998, 2007）。Karmiloff-Smith（1998）によれば，「心
の理論」モジュールを想定するような生得主義者は，原
因を，単一もしくは一連の遺伝子の欠損にあると想定し，
そこから脳レベル，認知レベル，行動レベルにおいて漸
次的に障害が顕在化する前提にたっている。モジュール
は，発達過程のなかで形成されるのではなく，生得的に
準備されており，ある時点で「トリガー」がひかれると，
発現すると考えている点に特徴がある。このような「心
の理論」研究の台頭は，領域普遍的に心理的・行動的変
化がおこるとする発達段階の否定・軽視をもたらすこと
につながった。

「心の理論」障害仮説への批判
「心の理論」研究については，その影響力の大きさゆ
えに，さまざまな立場から，批判・論争が行われている
（木下，2008）。そのなかでも，発達段階論のあり方を考
えるうえで，次の批判は注目に値する。

1つは，「心の理論」障害仮説では，自閉症児が示す
さまざまな現象を統一的に説明できないという批判であ
る。具体的には，自閉症の特徴である固執行動といった
非対人的な行動については，説明することができていな
い。「心の理論」障害仮説が説明できるのは，あくまで
対人的な困難を説明するモジュールであり，固執行動が
どのように形成・変容していくのかについては，説明で
きない。領域固有的な立場をとる限り，「心の理論」モ
ジュールとは別系統のモジュール――例えば「こだわり
モジュール」など――が欠損を受けるという想定をしな
い限り，自閉症の子どもが示す特徴を統一的には説明で
きない。

2つは，自閉症が欠損を受けている「心の理論」モ
ジュールがいかにして発生・発達するのかについて説明が
つきにくいという批判である。Baron-Cohen（1995 /1997）
は，心の理論モジュールを構成する SAMに一次的な障
害があることを指摘している。しかし，その SAMがい
かにして発生・もしくは障害を受けるのかについては
述べていない。もっとも，Baron-Cohenの立場からすれ
ば，モジュール自体を生得的なものとして想定している
ため，モジュールがどのようにして生成するのかという
批判自体が成り立たないのかもしれない。しかし，モ
ジュールを生得的と想定することに慎重な立場もある。
神尾（2003）は，顔処理に代表される対人認知の側面
から，自閉症の対人認知が，領域固有性を示すのかにつ
いて検討している。その結果，定型発達の成人について
は，確かに領域固有性を示すものの，定型発達児および
自閉症児・者については，発達過程のなかでモジュール
が形成されていくのではないかと指摘している。同じく，
Karmiloff-Smith（1998）も，ウィリアムズ症候群などの
障害を出しながら，モジュール説とは異なった神経構成
主義（neuroconstructivist）の立場から，障害が顕在化
するプロセスを述べている。障害が顕在化するプロセス
は，生後初期からみられる低次の機能の異常が発達的な
プロセスのなかで，モジュールが形成されていくと想定
している。

発達段階論の意義

なぜ発達段階は構想されなければならなかったのか
Baron-Cohenは，「心の理論」障害仮説を提起した後，
自身の理論に修正を行っている。自閉症が連続体であ
ることに注目し，共感化とシステム化という二次元座
標から，自閉症の障害を説明する E-S理論を提起して
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いる（Baron-Cohen, 2003）。共感化（empathizing）と
は，他者の心的状態を理解し，そのうえで，他者に対
して情動的に適切に反応する能力をさし，システム化
（systemizing）とは，モノの動きを理解したり対応した
り，システムを構築している規則を理解する能力をさす
（Baron-Cohen, Knickmever, & Belmonte, 2005）。システ
ム化という認知的機能を導入することで，自閉症児が共
通して示す固執行動を説明しうることが可能になった。
そのため，「心の理論」障害仮説に比べ，より統一的に
自閉症の障害を説明できているといえる。ただ，生得的
な能力を仮定しているという点では，「心の理論」障害
仮説と同じであり，モジュールが形成されるという視点
はとりいれられていない。
では，「心の理論」研究に対する批判を考慮に入れた
場合，どのような研究の方向性がありうるのだろうか。
この問題を考える際に，示唆を与えるのは，障害児を対
象とした研究において，なぜ発達段階論が構想されたの
か，そして，支持されたのかということである。そもそ
も，発達段階は抽象度の高い構成概念であり，そのため，
発達段階の存在を実証的に明らかにするのは容易ではな
い。にもかかわらず，発達段階が必要とされたには，理
由があったからだと考えられる。そこで，ここからは，
前述した田中昌人らの階層段階理論に戻る。田中らが階
層段階理論を生み出さねばならかった当時の障害児をめ
ぐる発達研究の特徴があるはずであり，また，そのよう
な田中の問題意識を少なくない研究者・実践者が共有し
たからこそ，一定の支持が生まれたはずである。そこで，
ここでは階層段階理論を通して，障害領域における発達
段階論の発達的起源を検討する。この作業を通して，発
達段階論の意義を見出し，新たな研究の方向性を展望す
る。
発達段階論の発達的起源
発達段階論の発達的起源を検討するうえで，1950年

代，障害児を対象とした発達研究がどのような流れに
あったかを押さえる。田中昌人は，障害児を対象とした
研究が類型学的な把握の方向に向かっていることを厳し
く批判した（田中，1960）。類型学的とは，「内因・外因」
「障害・健常」などカテゴリー（類的）に分けて，その
特徴を把握する方法についてである。もちろん，このよ
うな類型学的な方法は一概に否定されるべきことではな
い。田中（1960）自身も，障害の特徴を知るうえでは，
個々の障害，個々の子どもに共通してみられる事象をと
りあげる必要があることは認めている。田中（1960）が
批判したのは，類型的把握そのものではなく，類型論が
静的に構成される点である。「閉じた類型論」であると
し，障害を定型発達児と非連続的なものとしてとらえ，
障害を固定的にとらえることにつながると批判した。
実際，この傾向は，障害児研究だけでなく，行政によ

る障害のとらえかたにもみられた。1966年に出された
文部省の「特殊児童の判別基準」によれば，知的障害の
基準は「精神薄弱者とは先天的に，または出生時ないし
出生後早期に脳髄になんらかの障害を受けているため，
①知能が未発達の状態にとどまり，②そのため精神活動
が劣弱で，③社会への適応が著しく困難な状態を示して
いる者をいう。」（田中・田中・長嶋，1967による）と
いうように，知的障害を固定的にとらえていた。このよ
うな障害観・発達観が，結果として，障害児の就学猶予・
就学免除につながっていたことは否定できないだろう。
そこで，田中（1960, 1980）は，閉じた類型論を打破
するために，障害の形成・変容過程に注目した。障害を
静的・固定的にとらえるのではなく，障害がどのように
顕在化し，また，どのように改善していくのかを発達過
程のなかで明らかにしようとした。その際，田中が注目
したのは機能連関という視点である（田中，1987b）。機
能連関とは，ある能力が，同じ時間の相において，他
の能力とのつながりのことをさす（白石，2009）。さら
に，その機能連関を考える際には，どのような時間的な
変化のなかで成立するのかを問う必要がある。そのた
め，発達連関にも注目した。発達連関とは，さまざまな
能力・機能が異なった時間の相において，機能や能力の
領域をこえて因果関係をつくっている状態である（白石，
2009）。さらに，その発達連関を説明するために，発達
の質的な変化がどのようにみられるのかについて，可逆
操作の高次化として，その質的変化を記述しようとした。
このような機能連関・発達連関・質的変化を包括する概
念として発達段階が構想された。
このように障害の顕在化を，機能連関，発達連関をふ
まえて記述しようとすることは，定型発達児と障害児と
の間に連続性を強調することにもつながった。なぜな
ら，障害／健常という二分的な類型の中で障害をとらえ
るのではなく，障害をある特定の質をもった機能連関・
発達連関としてとらえることになるからである。そうす
ることで，障害の独自性のみを強調する立場をこえよう
とした。
発達段階論の何を再評価できるのか：機能連関・発達連
関への注目
発達段階論を構想される起源をみてきた。ここから，
発達段階論の何を再評価できるのだろうか。発達段階論
の中核的な要素の 1つである領域普遍性に関しては，少
なくとも自閉症の場合，該当しないとみてよいだろう。
しかし，機能連関・発達連関という視点から学ぶ点は多
い。なぜなら，機能連関・発達連関という視点に立つこ
とで，障害の顕在化や改善のプロセスをとらえやすい，
つまり，障害を動的にとらえることが可能になるからで
ある。実際，機能連関・発達連関という点から障害の形
成・顕在化プロセスを検討している知見もみられるよう



　386 発 達 心 理 学 研 究 第 22 巻 第 4 号

になった。
その代表が，「心の理論」障害仮説とは異なる立場を
とる Hobson（1993 /2000; Hobson & Lee, 1999; Hobson & 

Meyer，2005）である。Hobsonは，自閉症の障害起源を，
生後初期からの他者の態度を知覚することの困難さにみ
ている点に特徴がある。他者の態度を知覚するとは，推
論を用いて他者の心的状態を理解するという意味ではな
い。態度とは，情動的な価値がこめられたものであり，「何
らかのものについて（aboutness）」向けられたものだと
いうことを非推論的に理解することをさす。
他者の態度を知覚する困難さが生後すぐからみられる
という指摘は，「心の理論」障害仮説と大きく異なる。
ただ，この点については，他の研究者も指摘している
（Trevarthen, , Aitken, Papoudi, & Robarts, 1998）。Hobson

の論がユニークなのは，この情動知覚の困難さが，自閉
症児が共通して示す象徴機能の困難や自他の心の理解の
困難と連関していると主張している点にある。Hobson

は，自閉症の障害を説明するにあたり，生後 9，10カ月
ころにみられる三項関係を重視する。特に，社会的参照
（social referencing）に注目している。社会的参照とは，
乳児が，あいまいな対象物を見た際に，他者の表情を手
がかりに，その物の意味をつかみ，自身の行動を調整す
る働きのことをさす。Hobson（1993 /2000）は，この社
会的参照の意味を，従来とは異なる角度から指摘する。
それは，社会的参照が，乳児に自他の態度の違いを意
識させる契機になるということである。一般的に三項関
係は，モノを介した自他の共有状態の成立と考えられる
ことが多い。ただ，それだけでなく，社会的参照が成立
する際には，自他の態度の差異を知覚する契機にもなる
と Hobsonは主張する。なぜなら，同じ対象を見ても，
一方はそこに肯定的な態度を向け，もう一方は否定的な
態度を向けることもありうるからだ。三項関係が成立す
ることは，自他の態度の差異を自覚するきっかけになり，
渾然としていた自他未分化の状態から自他の差異に気づ
き，自他の心の理解が発達していく契機になるとしてい
る。
また，三項関係がみられることは，象徴機能が成立す
る必要条件でもあると指摘している（Hobson, 1993 /2000, 

2007）。象徴機能は，三項関係の成立とは，距離があるよ
うにみえる。実際，Hobson自身，そのように述べている。
しかし，次のような理由で， Hobson（1993 /2000）は，象
徴機能と三項関係には，発達的な関連があると主張する。
象徴機能は，積み木を車と見たてる行為に代表されるよ
うに，能記と所記の分化が中核的な要素となる。このよ
うな二重化を支えているのが，三項関係であると指摘す
る。なぜなら，三項関係が成立することは，同一の対象
物に対して異なる意味を付与することもありうることを
理解するからである。このことを，Hobson（1993 /2000）

は，「乳児は自らの態度を他者の態度に同一化させるこ
とによって視点の転換が生じる。さらに，この視点の転
換を自覚することによって乳児は象徴能力を手にいれ
る」（p.227）と述べている。

Hobson（1993 /2000）は，このような発達論を背景に，
自閉症の障害が顕在化するプロセスについて説明する。
自閉症児は，生後初期から他者の態度の知覚が困難であ
るために，三項関係の成立が困難になる。この困難が，
さらに自他理解の障害や，象徴能力の困難にも影響を及
ぼすと記述している。認知・情動・自己意識などさまざ
まな発達の側面のつながりのなかで，自閉症の障害を統
一的に，かつ発達的に説明しようとする点に，「心の理論」
障害仮説にはみられない特徴がある。しかし，実証的と
いう点ではまだ課題も多い。特に縦断的なデータをとっ
ていないため，理論モデルの検証は十分ではない。
その点，別府（2005，2006）は，Hobsonの論を参考

にしつつも，縦断的に事例検討を行いながら，自閉症の
発生プロセスを機能連関・発達連関という視点から実証
的にせまっている。別府（2005，2006）は，自閉症児
が示す他者理解の特徴を，愛着，共同注意，「心の理論」
に焦点をあてながら説明している（Figure 2）。このモデ
ルは，以下の 2つの特徴をもつ。

1つは，機能連関を重視している点である。愛着，共
同注意，「心の理論」それぞれにおいて，自閉症児は困
難を示している。しかし，これらの能力は，別のある
特定の能力と関連していることを明らかにしている。
Figure 2に示されているように，愛着は自他の行動の随
伴性の記憶と処理の発達と関連し，共同注意は汎用学習
ツール（Travis & Sigman, 2001）の獲得，「心の理論」は
言語による命題的理解とそれぞれ関連している。いずれ
も，定型発達児にはみられないような特定の認知機能の
発達との関連があることが示されている。

2つは，発達連関にも注目してモデルがたてられてい
る点である。別府（2006）はこのモデルにおいては，機
能連関という用語のみを使用し，発達連関という語を用
いていない。しかし，時系列的な変化をモデルに組み
込んでいる点から発達連関を意識していると考えてよ
い。愛着や「心の理論」などにおいて示された特異な機
能連関がどのような障害をもとに形成されているのかに
ついてもモデル化されているからである。具体的には，
自閉症児が生後すぐから示す情動知覚や情動共有の困
難（Hobson & Meyer, 2005; Trevarthen, Aitken, Papoudi, 

& Robarts, 1998）が背景にあるとしている。つまり，定
型発達児であれば，さきの Hobsonの主張のように，情
動知覚や情動共有に障害がないために，愛着や三項関係，
そして，「心の理論」をなかば「自然」のように獲得す
るのに対し，自閉症児は，そのような発達をたどらない
ために，特異な機能連関・発達連関を構成しているとす
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る。
別府（2006）が示したモデルには，固執行動の生成に

ついては触れられていないなど，いくつかの限界もある。
しかし，自閉症を，個別の機能だけに注目するのではな
く，各機能が，発達連関・機能連関をもちつつ，自閉症
に特異な行動が生成・改善していく道すじを実証的にモ
デル化している点に意義があり，新たな研究の方向性を
示しているといえる。

実践への示唆

発達連関・機能連関を意識することによる実践方針の組
み換え

Baron-Cohenらによる生得的なモジュールを想定する
「心の理論」研究の立場と，それに対し発達連関・機能
連関を軸に障害を説明しようとする Hobsonや別府らの
立場をみてきた。自閉症をどのように記述するかの違い
は，当然，実践方針に対しても影響を与える。
生得的なモジュールを想定する Baron-Cohenらの立

場では，機能連関やモジュール内での質的な変化を想定
していない。そのため，実践としては，障害をうけてい
る特定のモジュールのみに注目して，そのモジュールを
どのように改善するかが焦点になる。具体的には，障害
を受けている SAMや ToMMの障害をどのように改善す

るかが実践的に問われる。実際，Baron-Cohenらは，「心
の理論」を子どもに教えるような介入研究・実践を行っ
ている（Baron-Cohen, 2004）。単一の行動や認知的機能
が障害を受けているとすれば，このようにモジュールを
どのように改善するのは，ある意味，当然だろう（木下，
2009）。
一方，機能連関・発達連関を意識した場合，実践のあ

り方はどのように変わるのだろうか。大きくは 2つの可
能性が示唆される。1つは，ある行動や心理的能力を支
援する際，その行動だけを対象とするのではなく，その
行動と関連する他の行動をも含めて包括的に実践を進め
ていく方向である。例えば，別府（2006）が指摘するよ
うに，共同注意や「心の理論」能力について支援を行う際，
その行動だけを直接支援の対象とするのではなく，特異
な発達連関を成立させている情動知覚の障害に働きかけ
る方向性が考えられる。情動知覚の障害が改善すること
が，機能連関自体の質を変え，さまざまな行動の変容に
つながることが考えられる。情動共有の困難は固定的な
ものではなく，かかわりによって変容していくことが報
告されている（三宅・伊藤，2002）ことからも，その有
効性は高いと思われる。
もう 1つは，障害をうけている複数の能力に同時に働
きかけるような活動を展開することである。特異な機能
連関・発達連関のなかで，障害が顕在化するのであれば，
ある能力のみに働きかけるのではなく，1つの活動で，
同時に複数の困難とされる能力に働きかけることが，機
能連関自体の質を変更させていくことにつながるはずで
ある。このような視点から行われた実践は少ない。しか
し，その萌芽を，村上・赤木（2011）の授業実践にみる
ことができる。村上・赤木（2011）は，実践の出発点を，
障害特性の改善におくのではなく，授業という活動にお
くことを提起している。なぜなら，よりよい授業を行お
うと思えば，ある特定の障害特性だけを改善するだけで
なく，子どものさまざまな能力を考慮する必要があるか
らである。その配慮は，結果として，複数の障害特性に
働きかけることにもつながる。
その一例として，「ローテーションカード」とよばれ
る活動をあげる（村上・赤木，2011）。ローテーション
カードとは，数字が書かれたカードを，教師が子どもた
ちに提示し（Figure 3，Figure 4），正答を求める課題で
ある。この課題は，知的障害を伴う自閉症児 4名が在籍
する小学校特別支援学級で行われていた。実施に際し，
3つの規則が決められていた。1つは，出された数カー
ドに対して，1人ずつ順番に答えることである。2つは，
できるだけ早く答えることである。3つは，答えが「5」
になる場合，予め皆で決めた言葉（例：「ごりら」「にわ
とり」）に置き換えて答えることである。数カードは，
授業に参加する個々の子どもの認識能力に応じて準備さ

Figure 2　自閉症児における他者理解の特異な機能連関
（別府，2006から）
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れた。Figure 5に示されるように，かけ算が理解できる
子どもにはかけ算のカードを用意し，10までの数が認
識できる子どもには 10までの数カードを用意している。
この課題のねらいは，以下の 3点にある。1点目は，「5」
を何に言いかえるかを共同で決めることによるコミュニ
ケーション能力の改善である。2点目は，「5」を違う言
葉に言いかえることによって抑制能力を楽しみながら高
めることである。3点目は，複数で共に学ぶことにより，
他者の行動を意識したり，模倣する機会を増やすことで
ある。1年間にわたって，この活動を実践した結果，児
童同士での話し合いの成立や，5を違う言葉に言いかえ
る抑制能力，他者の行動を模倣する姿などに変化がみら
れた（村上・赤木，2011）。
実証性が弱いという問題や，どのような機能連関・発
達連関を想定しているのかが明確に示されていないなど
の課題はあげられるものの，複数の障害・困難に同時に
働きかけていく実践の方向性として注目される。

今後の課題

本稿では，自閉症の発達研究に影響をもっている「心
の理論」研究をとりあげ，「心の理論」を構成する理論
的基盤となっているモジュール説について批判的に検討
した。そのうえで，機能連関や発達連関という点から自
閉症における障害の顕在化や改善を説明する必要性を論
じた。
今後の課題として，自閉症内での機能連関・発達連関
の様態を検討することがあげられる。本稿でとりあげた
自閉症における機能連関・発達連関は，定型発達と比較
するかたちで，そのモデルがたてられていた。しかし，
自閉症児のなかでも，強度行動障害とよばれるほど，行
動障害が強くなる者もいれば（赤木・北口，2008），一
方で，行動障害が顕在化せず適応レベルが良好な者もい
る。このような違いの 1つには，当然，教育的環境がある。
ただ，それだけでなく，個々の自閉症において，機能連
関・発達連関の様態が，適応状態に影響していることも
予想される。その点，白石（1989）の指摘が参考になる。
白石（1989）は，自閉症の予後を規定する要因に，IQ

や DQではなく，個々の自閉症の子どもが示す機能連関・
発達連関の様態があると想定している。今後は，自閉症
と定型発達の違いに注目するだけでなく，自閉症児の個
別的な行動をささえる機能連関・発達連関に注目してい
くことが求められるだろう。
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Figure 3　数カードを提示する教師とそれを見る子ども
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高木　光太郎
（青山学院大学社会情報学部）

「年齢の問題」（Vygotsky, 2002a）における年齢時期区分論は年齢時期ごとの発達的特徴を個体的な水準
に定位し，また文化普遍的な現象として記述するオーソドックスな形式をとっている。これは心的過程
の歴史的，文化的，社会的起源と発達の文化的多様性を強調し，個体的な水準ではなく相互行為的な水
準での現象の解明をめざす現代的な Vygotsky理論の理解とは矛盾するようにも見える。しかし Vygotsky 

（2002a）の理論構成を検討してみると，個体的な水準に位置づく人格と，その外部の社会的環境をそれ
ぞれ異なる内的な構造と展開の論理をもつシステムとして捉え，それらの部分的な接続から人格と社会
的環境の双方向的な変化が生じるとする「閉じつつも開かれた」システムを想定していること，人格と
社会的環境の普遍的な関係の様式が，文化的多様性を排除するのではなく，それに対する制約として機
能しうることが確認できる。Vygotsky （2002a）の年齢時期区分論のこのような枠組みは，個体的な水準
と歴史的，文化的，社会的水準の関係や，文化的多様性と普遍性の関係をめぐる現代の理論的探求にも
重要な示唆を与えるものである。
【キー・ワード】　Vygotsky，年齢時期区分，人格，社会的環境

問　　　題

L. S. Vygotskyが晩年（1932年から 34年）に準備を進
めていた未公刊の著作「児童（年齢）心理学」の 1章と
して執筆された「年齢の問題（Проблема возраста）」
（Vygotsky, 2002a）には Table 1に示したような発達の年
齢時期区分が提案されている。
この年齢時期区分において「幼児期」など「～期」と
して区分されている年齢時期はいわゆる「安定期」であ
り，「子どもの人格の変化」において「淀みのない，し
ばしば気づかないほどの内部的変化が支配的であり」，
「目立たない『分子的』成果を通じて」変化が生じる時
期とされる。安定期はさらに 2つの時期に区分される。
「危機」と名づけられている年齢時期は「数ヶ月，1年，
もっとも長くて 2年くらいの相対的に短い期間に，子
どもの人格の激しい大きな進歩，転換，変化が集中」す
る時期である。これは「前危機相」「危機相」「後危機
相」に下位区分される。なお，ここで Vygotsky （2002a）
が用いている「人格」という概念は，個人の性格や行
動特性など個性記述的な水準での心的特性を指すもの
ではない。この概念は「文化的発達」の「普遍的法則」
に従う心的過程の全体的な「構造」を指すものであり，
Vygotskyが用いる「年齢」の概念ともほぼ同義となる（神
谷，2007）。

Vygotskyは各年齢時期を具体的に，どのように特徴
づけたのか。 ゲルツェン名称レニングラード教育大

学で 1933年から 34年にかけて行われた講義の速記録
（Vygotsky, 2002b）から「幼児期」に関する説明の一部
を以下に抜粋する。

「私が今語ったことは，幼児期にことばの発生ととも
に，ほかならぬ意識の意味的で体系的な構造が，はじめ
て生じることを示しています。子どもには，ことばとと
もに，周囲の現実の意味づけ，自覚の基盤が生じます。」
（Vygotsky, 2002b, p.135）

発　達　心　理　学　研　究
2011，第 22巻，第 4号，391－398

Table　1　「年齢の問題」における年齢時期区分

年齢時期 下位区分

新生児の危機 前危機相／ 危機相／ 後危機相

乳児期（2ヶ月～1歳） 第 1期／ 第 2期

1歳の危機 前危機相／ 危機相／ 後危機相

幼児期（1歳～3歳） 第 1期／ 第 2期

3歳の危機 前危機相／ 危機相／ 後危機相

就学前期 （3歳～7歳） 第 1期／ 第 2期

7歳の危機 前危機相／ 危機相／ 後危機相

学童期（8歳～12歳） 第 1期／ 第 2期

13歳の危機 前危機相／ 危機相／ 後危機相

思春期（14歳～18歳） 第 1期／ 第 2期

17歳の危機 前危機相／ 危機相／ 後危機相
注．Vygotsky （2002a）をもとに作成。

特別論文（原著論文）
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「私が述べてきた体系的意識の発生を，私は意識の中
心的・特徴的モメントと見なしたいと考えます。なぜな
ら，人間にとっては，人間が単に世界を知覚するだけで
なく，世界を意味づけし，かれの意識が常に何か意味づ
けされたものの領域で働くことが本質であるからです。
人間が意識的に行動することと，意味づけしながら行
動することとは同じではありません。それは，私にとっ
て幼児期の中心的な新形成物は，言葉の本来の意味にお
ける意識の発生そのものであると仮定する根拠となるも
のです。われわれは，ここで初めて明確に，人間を動物
の心理的生活から，人間の十分に意識的ではなく十分に
構成されていない心理状態から区別するような特徴的モ
メントをもつ意識に出会います。」（Vygotsky, 2002b, pp. 

139-140）

ここで言及されている「新形成物」とは，「年齢的新
形成物」あるいは「中心的新形成物」とも呼ばれ，「そ
の年齢においてはじめて発生し，子どもの意識，環境へ
の態度，子どもの内的・外的生活，その時期における子
どもの発達の全過程をもっとも基本的に決定する新し
いタイプの人格構成とかその活動，心理的・社会的変
化」を意味する。Vygotskyの年齢時期区分論では，こ
れの交代によって各年齢時期が区分される（Vygotsky, 

2002a）。 

この年齢時期区分をみてまず気づかされることは，幼
児期の年齢的新形成物が「体系的意識の発生」であった
ことからも明らかなように，基本的に発達主体の「個体
的水準」に定位して特徴づけられているという点である。
もう一つは，各年齢時期にみられる年齢的新形成物など
の発達的特徴が特定の歴史的，文化的，社会的文脈を想
定したものではなく，基本的には文化普遍的な発達現象
として記述されているということである。発達理論にお
いて，年齢時期区分をこのように個体的かつ文化普遍的
な心的過程の水準で展開することは，むしろ通常のこと
であり，なんら特徴的なことであるとは言えない。しか
しアメリカを中心にして 1980年代から 90年代にかけ
て急速に展開した Vygotsky理論の再評価と理論的拡張
の運動（以下，「Vygotsky再評価運動」と略記）の文脈
で Vygotsky理論を理解している場合，年齢時期区分論
にみられるこの特徴はある種の当惑を生むことになるだ
ろう。この文脈における Vygotsky理論の理解において，
心的過程の発達をこのようなかたちで捉えることは，基
本的に想定されていないからである。

Vygotsky再評価運動における一連の理論的拡張の試
み（たとえば Cole, 1996; Rogoff, 2003; Wertsch, 1991な
ど）は，心的な現象を個体的な水準ではなく，人々の相
互行為や文化歴史的文脈の水準で記述・分析すること重
視する状況的認知（situated cognition）アプローチ（高

木，1996参照）と問題関心を強く共有していた。この
ため Vygotskyの理論的遺産のなかでも特に心的過程の
発生や運動における歴史的，文化的，社会的な水準の諸
過程の本質的な役割を強調する部分に重点を置いた受容
と拡張が試みられることになった。よく知られているよ
うに Vygotsky理論において心的な諸過程は，記号や道
具に媒介された人々のコミュニケーションを通して，歴
史的，文化的，社会的に固有なかたちで形成される（た
とえば Vygotsky, 2005）。Vygotsky再評価運動から生ま
れた一連の理論的拡張の試みは，このような心的諸過程
の歴史的，文化的，社会的な構成過程の記述と分析にお
いて，状況的認知アプローチと同様に，個体を基本的な
単位とすることを放棄し，最小でも二者間の相互作用
（または個人と媒介の相互作用）の水準に定位した記述
と分析の単位を選択した。Lave & Wenger （1991）は文
脈的な水準の現象を精密に記述・分析することによって
通常個体的な水準に定位される諸現象を理解しようとす
るアプローチを「脱中心化方略（decentering strategy）」
と呼んだが，Vygotsky再評価運動から生まれた一連の
理論的拡張の試みも，この方略を採用したことになる。
Wertsch （1991）の媒介行為論における「媒介―手段を
―用いて―行為する（諸）個人（individual（s）-acting-

with-mediational-means）」という基本的な分析単位の設
定，Cole （1996）における放課後教育プログラム「第 5

次元（the fifth dimension）」の事例分析にみられる「コ
ンピュータゲームを用いて一緒に遊ぶ 1人あるいは 2人
の子どもと学部学生」という最小分析単位の設定，コ
ミュニティと発達主体の関係とその変化に焦点化した分
析単位である Rogoff （2003）の「導かれた参加（guided 

participation）」などは，この方略に基づくアプローチの
典型例である。
このように心的過程の発生と運動において歴史的，文
化的，社会的な水準の諸現象が本質的な役割を果たすこ
とを重視し，その記述と分析において脱中心化方略を採
用することは，現代的な人間研究の文脈においては半ば
必然的に文化相対主義的な立場を選択することに結びつ
く。心的過程は歴史的，文化的，社会的な水準との本質
的な結びつきのなかで構成されるため文化や文脈ごとに
多様な形態をとるが，それらの間には基本的に優劣の関
係はないとする立場である。Rogoff （2003）は，「一生涯
の流れを区分する方法として年齢に注目することは，人
類の歴史からみると最近行われるようになったこと」で
あり，「すべてのコミュニティで，発達の段階が時間軸
上の年齢や身体的変化に基づいて決められているわけで
はない」ことを強調しているが，これは心的過程の発達
を理解しようとする際に年齢時期区分を特権的な分節化
の視点とすることに対する文化相対主義的な立場からの
明確な批判である。このように心的現象の理解において



393　L.S. Vygotskyによる発達の年齢時期区分論の特徴と現代的意義

西欧文化に特徴的な認識の枠組みを文化普遍なものとし
て特権化してしまう誤謬に対する批判的な姿勢は，Cole 

& Scribner （1974）によるリベリアのクペレ族を対象と
した先駆的なフィールド認知研究以来，Vygotsky再評
価運動全体に共有され，Vygotsky理論自体の批判的修
正にも結びついている。たとえばWertsch （1991）は，
Vygotskyに本来は相対主義的に捉えなければならない
「比較文化的な差異を『比較歴史的な（cross-historical）』
差異として扱ってしまう傾向」があったと批判している。
異文化にみられる心的過程のあり方を「歴史的」に遅れ
た段階にあるものと位置づけ，自文化の心的過程のあり
方をより高度で進んだものであると位置づけてしまう誤
謬が Vygotsky理論にみられるという指摘である。　 

Vygotsky再評価運動の試みは，心的過程の記述と分
析において脱中心化方略と文化相対主義の立場を一貫し
て採用してきた。Vygotskyの理論的遺産をこのような
かたちで受容・拡張した場合，当然のことながら個体的
な水準に定位し，それを文化普遍的な現象として記述す
る年齢時期区分の議論は，理論的には受け入れがたいも
のになる。実際，Vygotsky再評価運動の文脈では，こ
の年齢時期区分論はほとんど検討の対象になっていな
い。
「年齢の問題」の原稿は Vygotskyの死後，遺族の所蔵
となっていたが，1972年にその一部がソビエトの学術
誌『心理学の諸問題』に掲載され，また 1984年にはロ
シア語版『ヴィゴツキー著作集』第 4巻に全体が収録さ
れている（柴田，2002）。したがって Vygotskyが Table 

1のような発達の年齢時期区分を提案していたことは，
Vygotskyの理論形成過程にある程度の関心をもつ研究者
には以前から周知のことであった。それゆえ Vygotsky

再評価運動において，この発達時期区分論に関する議論
がほとんどみられないことは，資料の発見困難性などに
由来するものとは考えにくく，Vygotsky再評価運動の
理論的志向と連動した受容の様態として理解することが
より適切であると考えられる。
では Vygotskyの年齢時期区分論には，Wertsch （1991）

が厳しく批判した「歴史」概念と同様に，Vygotskyの
時代的制約もしくは理論的限界が反映されており，現代
的な理論的展開の文脈においては特に注目すべきもので
はないと考えて差し支えないだろうか。この場合，この
年齢時期区分論は Vygotskyの思想や理論形成史に関心
をもつ研究者にとっては興味深い研究対象となりうる
が，現代的な認知発達研究や学習研究の文脈では再訪す
る価値の低い遺物ということになる。
しかし別の捉え方も可能かもしれない。すなわち，こ
の年齢時期区分論が個体的な水準に定位し，文化普遍的
な現象の把握を行っているという特徴づけは皮相な見方
であり，実際には現代的な認知発達研究や学習研究から

みても興味深い論点が含まれているという可能性であ
る。この場合，Vygotskyの年齢時期区分論は，脱中心
化方略と文化相対主義の色彩を強く帯びた 1980年代以
降の Vygotsky再評価運動のなかで主題的な検討の射程
から除外されてきた，歴史的，文化的，社会的水準と個
体的水準との関係，あるいは心的過程の文化普遍的な側
面と文化相対的な側面の関係を現代的な視点で探求して
いくために立ち戻るべき一つの参照点になるかもしれな
い。本論文では以下，Vygotsky（2002a）における年齢
時期区分論の特徴を整理しつつ，それが現代的な意義を
持ちうる可能性について検討していくことにする。

年齢時期区分の原理

Vygotsky （2002a）は年齢時期区分論を，子どもの発
達における年齢時期区分に対する従来のアプローチの検
討からスタートしている。彼は従来のアプローチを 3つ
のグループに分類し，それぞれの問題点を指摘している。
第 1のグループは，年齢時期を「子どもの発達そのも
のを分節化することによってではなく，子どもの発達と
なんらかの形で結びついている他の過程の段階的構成に
基づいて区分しようとする試み」である。たとえば「人
類の発達と子どもの発達のあいだに厳密な平行線が存在
し，個体発生は系統発生を短く圧縮した形で繰り返すこ
とを仮定」したうえで，「人類の歴史の基本的時代に照
応させて」年齢時期区分を行うアプローチや，幼稚園時
代，小学校時代など国民教育制度の区分に従って年齢時
期区分を行うアプローチなどがこれにあたる。後でみる
ように Vygotsky （2002a）は年齢時期区分の原理として
「発達そのものの内的変化」に注目する必要性を強く主
張しており，年齢時期区分の原理を発達の外部に位置づ
けるこのグループのアプローチは必然的に否定されるこ
とになる。
第 2のグループは「子どもの発達をいくつかの時期に
分ける仮の基準として，子どもの発達の何か一つの特徴
を取り出すことを目指した」試みである。このグループ
の典型例として Vygotsky （2002a）は「歯の発達」を基
準にするブロンスキーの試みや，子どもの活動変化（遊
びのみ，遊びと労働の分化，意識的学習，自立と将来の
生活計画）に注目するシュテルンの試みなどを挙げてい
る。このアプローチは子どもの発達に直接結びつく客観
的指標を年齢時期区分に用いているものの，（1）指標の
選択が主観的である点，（2）単独の指標で全発達過程の
時期区分を行おうとしているため，その指標の重要性や
意義が年齢の移行に伴って変化してしまうということ
（たとえば性的成熟という基準は思春期に対しては指標
性を持つが，それ以前の時期ではそうならないことなど）
を考慮していない点，（3）「子どもの発達過程の内面的
本質ではなく，その外面的指標」に注目している点など
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に問題があると指摘されている。
第 3は，第 2のグループでみられたような「外面的

指標」への注目から「子どもの発達そのものの本質的特
徴を分離することへ移行しようとする努力」がみられる
ものの，十分にそれが徹底されていないグループであ
る。このような試みとして Vygotsky （2002a）はゲゼル
による「発達のリズムやテンポ」に基づく区分を挙げて
いる。これは各年齢時期にはそれぞれ発達のテンポがあ
り，そのテンポの変化に基づいて年齢時期が区分できる
とするもので，発達のテンポが最速である誕生後の数年
が発達時期として特に重視されることになる。Vygotsky 

（2002a）は，このような見方の背後には発達過程を当初
から存在する機能の量的な増大過程とみなす「発達の進
化論的概念」が潜伏していると批判している。発達に内
在する本質的特徴とその変化に基づく年齢時期区分の必
要性は理解されているものの，そうした本質的特徴とし
てどのようなものを設定すべきかという問題を検討する
際の前提に誤りがあるという指摘である。
以上のような先行研究の批判的検討をふまえ，Vygotsky  

（2002a）は年齢時期区分を「発達そのものの内的変化」
に基づいて行うアプローチの精緻化を試みることにな
る。このアプローチはまず 2種類に区別される。ゲゼル
のアプローチのように「発達を素質の現実化，その変形
と組み合わせ」として理解するものと，「前の段階には
なかった新しいものが絶えず発生し，形成されていくこ
とを第一の特徴とする不断の自己運動の過程」として理
解するものである。当然のことながら Vygotsky （2002a） 
は弁証法的な後者の立場を採用するが，さらにこれを 2

種類に分類する。一つはヘーゲル的な観念論的アプロー
チであり，心的なシステムが自己運動によってあらかじ
め定められた方向に向かって変化していくとするもので
ある。もう一つはマルクス的な唯物論的アプローチで
あり，「子どもが発達のステップを上昇する際における
物質的側面と心的側面，社会的側面と個人的側面の統一
によって特徴づけられる過程として発達を理解する」も
のである。弁証法的な変化の理解における観念論的アプ
ローチが心的なシステムの自己運動による発達的変化を
想定していたのに対して，唯物論的アプローチは複数の
異なるシステム間の関係から発達的変化が生じると想定
することになる。Vygotsky （2002a）は後者の立場を採
用し年齢時期区分論を具体的に構築していく。

年齢的新形成物と人格の構造

こうして年齢時期区分論の構築において弁証法的かつ
唯物論的な立場をとることを決定した Vygotsky （2002a）
は，まず年齢時期区分の基準となる「発達そのものの内
的変化」として，すでに言及した年齢的新形成物に注目
する。たとえば Table 1に示した年齢時期区分における

幼児期の場合，事物を言語的一般化の構造に基づいて
カテゴリーの網の目のなかで知覚できるようになるこ
と，すなわち「意識の意味的・体系的構造」がこの年齢
時期を他と区別する年齢的新形成物であるとされてい
る（Vygotsky, 2002b）。また幼児期のあとに到来する「3

歳の危機」では，「反抗癖」「強情」など幼児期にはみら
れなかった大人との激しい対立的な関係が特徴となる
が，そこで生じる年齢的新形成物は，たとえば大人の要
求に対する子どもの反抗が，要求された内容の好き嫌い
ではなく，その大人がそれを要求したことに動機づけら
れているといった具合に，「子ども自身の行為が状況自
体の内容によってではなく，他の人々との関係によって
動機づけられ始めるという点」にみられるとされている
（Vygotsky, 2002c）。
しかし各年齢時期は年齢的新形成物のみによって構成
されているわけではない。Vygotsky （2002a）は各年齢
時期における発達過程の内的構造を「人格」「年齢の構
造」あるいは場合によって「意識」と呼ぶが，これは知
覚，記憶，言語，思考などの多様な個別的発達過程が構
造として統一された「全一的形成物」である。ここでは
各個別的発達過程が変化して構造全体の再構成が生じる
のではなく，構造全体の変化が各個別的発達過程の運動
を決定することになる。
このように複数の個別的発達過程が構造体をなすダイ
ナミックなシステムとしての人格には，その発達の「全
過程をリードし，新しい原理に基づく子どもの全人格の
再編を特徴づける中心的新形成物」が存在する。ここま
で年齢的新形成物と呼んできたものは，この中心的新形
成物に対応し，これに直接的に結びついた発達過程が「中
心的発達路線」と呼ばれる。たとえば幼児期の年齢的新
形成物は先ほど整理したように「意識の意味的・体系的
構造」であるが，この発生に密接に結びついている発話
行為（речь）の発達がこの年齢時期の中心的発達路線
となる。これに対して，人格の構造を構成するその他の
個別的形成物に結びついた発達過程は「副次的発達路線」
と呼ばれている。年齢時期の移行は「ある年齢の中心的
発達路線であった過程」が「次の年齢では副次的発達路
線となり」，「また，逆にある年齢の副次的発達路線が別
の年齢では前面に躍り出て，中心的発達路線」になると
いったかたちで展開するとされる。たとえば，幼児期に
おいて中心的発達路線であった発話行為の発達は，それ
以前の乳児期や，その後の学童期においては他の中心的
発達路線に従属する副次的発達路線となる。

発達の社会的状況

このように Vygotsky （2002a）は，相対的に独立した
多様な心的機能の個別的発達過程が中心的発達路線と副
次的発達路線へと編成されるヘゲモニー闘争的な構造化
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を通して各年齢時期を特徴づける年齢的新形成物が発生
するとした。
しかし年齢的新形成物の発生を，人格の構造における
個別的発達過程のヘゲモニー闘争のみによって説明する
ことは不適切である。発達を心的過程の自己運動として
理解する観念論的な誤謬に陥るからである。人格構造の
再編は唯物論的に，すなわち人格構造の外部（生物学
的身体および社会）との関係において理解される必要
がある。このとき Vygotsky （2002a）が「本質的モメン
ト」として特に重視するのが，「各年齢段階における子
どもの人格と周囲の社会的環境との可動的関係」であ
る。Vygotsky （2002a）によれば，「各年齢時期の初めに
子どもと周囲の現実，とりわけ社会的現実との間に，そ
の年齢に固有のまったく独自な，特別の唯一無二の関係
が形成」される。この関係によって「子どもが人格の新
しい特質を発達の社会的源泉としての社会的現実から汲
み取りながら獲得する道筋や形態，社会的なものが個人
的なものになる道筋」が「完全に決定」される。このよ
うな人格と社会的環境の関係は「発達の社会的状況」と
呼ばれる。たとえば幼児期おける発達の社会的状況は，
大人と子どもによる言語を用いた一般化の構造に基づく
コミュニケーションである（Vygotsky, 2002b）。言語を
用いたコミュニケーションはどのような場合でも対象の
一般化と結びついている。子どもは当初，コミュニケー
ションにおいて大人による発話行為が表示する正確な意
味（一般化）を理解せず，それを「歪曲し」「変形して
理解」する。しかしコミュニケーションがより分化する
ことに伴って，子どもの一般化もより複雑かつ適切なも
のへと変化していく。こうして今度は，一般化のあり方
が大人と子どものコミュニケーションのあり方を決定す
るようになる。このような発達の社会的状況を通して，
幼児期の中心的発達路線である発話行為（一般化）の発
達が促進され，これが子どもの人格における個別的発達
過程の一つである知覚と結びつき，非言語的知覚から言
語的知覚へ，すなわち言語に由来する一般化の構造に基
づいて対象をカテゴリー化して知覚することを可能にし
ていく。これによって幼児期の年齢的新形成物である「意
識の意味的・体系的構造」が発生することになる。

人格と社会的環境の関係

このように Vygotsky （2002a）のいう発達の社会的状
況は，子どもの人格の発達に決定的かつ不可欠の影響を
与える社会的環境と子どもの人格との関係構造である
が，これが直接的に年齢的新形成物の発生に結びついて
いるわけではないことに注意をする必要がある。この点
は本論文が注目している Vygotskyの年齢時期区分論に
おける個体的な水準の位置づけと深く関連していると考
えられるので，Vygotsky （2002a）における年齢時期区

分論の展開に即した検討の流れから一時離脱し，少し議
論を敷衍しておきたい。
さきほど整理したように発達の社会的状況は各年齢時

期において年齢的新形成物が発生する「道筋」を「完全
に決定」する。しかし，その「内容」を完全に決定する
わけではない。たとえば幼児期における発達の社会的状
況は，一般化に基づく言語的なコミュニケーションであ
り，それが子どもの人格における個別的発達過程として
の一般化に発達的変化を生じさせている。年齢的新形成
物である「意識の意味的・体系的構造」は，この一般化
の発達変化が子どもの人格の構造において知覚と結びつ
き人格の全体を構造的に再編成することによって発生す
るとされる。個体的なシステムである人格と社会的環境
との，こうした間接的な関係について Vygotsky （2001）
は，児童期の子どもの内的過程（人格）と学校教育の関
係として次のように論じている。

「われわれは次のように言うことができる。教授の過
程というものがここにある。それは，自分自身の内部構
造，順次性，展開の論理をもつ。その教授をうける 1人
1人の生徒の内部，その頭のなかには，学校教育の過程
でよび起こされ，動きだす，しかし自分自身の発達の論
理をもった過程の内部的地下網のようなものがある。学
校教育の心理学の基本的課題の一つは，あれこれの教授
の過程で呼びおこされる発達過程のこのような内部的論
理，内部的進行を明らかにすることである。」（Vygotsky, 

2001, p.297）

Vygotsky再評価運動の文脈でも頻繁に言及される「文
化的発達の一般的発生的法則」（Vygotsky, 2005）は，「精
神間から精神内へ」というテーゼで知られるが，多くの
場合，大人と子どものコミュニケーションの構造がその
まま子どもの内的コミュニケーション（内言）に転写さ
れ高次精神機能が発生するものと解釈されている。だが
Vygotsky （2002a）および Vygotsky （2001）における議論
からも明確に読み取れるように，子どもの人格の発達は
多様な個別的発達過程のヘゲモニー構造の再編成であ
り，それは外的なコミュニケーションや社会的実践の構
造に直接対応していない。外部の他者が「精神間から精
神内へ」という構図で介入できるのはたとえば一般化の
ような個別的発達過程にとどまる。この個別的発達過程
がその年齢時期における中心的発達路線である場合に，
それが他の個別的発達過程と相互作用しつつ人格の構造
全体の再編成をもたらすことになる。砂糖を直接注入し
ても果実それ自体の甘さを生み出すことができないのと
同じように，社会的環境は人格の全体的な構造を直接操
作して変化させることはできない。果樹園で果実を甘く
育てるために枝あたりの実の数を減らす，あえて寒暖の
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差が激しい環境に置くなどするのと同じように，社会的
環境による人格への介入は部分的かつ間接的なものにな
る。すなわち人格を構成する個別的発達過程のうち外部
から接続可能なものと結びつき，そこにある種の「揺さ
ぶり」をかけることによって人格の構造全体に変化を生
じさせるのである。

安定期と危機

このように人格の全体的な構造と社会的環境がそれぞ
れ独自の内部的論理をもち，部分的に結びついて発達の
社会的状況を構成しているとするならば，その影響関係
は一方向的ではなく，双方向的になるものと予想され
る。すなわち子どもの人格の構造的な変化が社会的環境
の変化に結びつく可能性である。実際，Vygotsky （2002a）
はこの方向の影響関係に注目し，それを年齢時期区分
における安定期と危機の関係の理解に結びつけている。
Vygotsky （2002a）における論の展開に戻って検討する。
すでに述べたように Vygotsky （2002a）は年齢的新形
成物の交代によって区分される各年齢時期を安定期と危
機に分類する。安定期において年齢的新形成物の発生に
向かう変化は「一定の限界まで蓄積されたのち，突発的
に」その成果を表出させる。この急激な年齢的新形成物
の出現によって年齢時期は安定期から危機へと移行する
ことになる。
この移行は安定期において成立し維持されてきた発達
の社会的状況が，潜在的に進行していた子どもの人格の
構造的な変化によってもはや成立しなくなることによっ
て生み出される。たとえば幼児期から 3歳の危機への移
行は次のようなかたちで生じる。幼児期を通して一般化
の構造が一定程度発達し，それに伴い「意識の意味的・
体系的構造」が年齢的新形成物として発生することは，
「子どもにとって，対象自体もかれ自身の活動もことば
において意味づけされ始める」ことであり，これによっ
て「他の人々との意識的なコミュニケーションが可能に
なる」（Vygotsky, 2002b）。すなわち子どもは周囲の事物
や他者から独立した能動的な存在としてそれらと関係す
るようになる。その結果，子どもは幼児期の当初から持
続してきた大人とのコミュニケーションにおける受動的
な位置取りを突然放棄し，それまでとは非常に異なる態
度で大人と関係するようになる。このため「反抗癖」「強
情」など幼児期にはみられなかった大人との激しい対立
的な関係が顕在化することになる。このような唐突な「教
育困難性」の発露に直面して周囲の大人は，それまで安
定して維持してきた発達の社会的状況を変化させること
を強いられる。すでに述べたように危機も一つの年齢時
期であるため，それは年齢的新形成物によって前後の安
定期と区別される。3歳の危機の場合，「状況自体の内容」
ではなく「他の人々との関係」によって行為を方向づけ

る動機が年齢的新形成物として極めて不安定な発達の社
会的状況から生み出される（Vygotsky, 2002c）。この新
しい動機に基づいて人格と社会的環境の関係が再調整さ
れ，安定した発達の社会的状況に整えられることによっ
て次の安定期である就学前期への移行が可能になる。
このように Vygotsky （2002a）の年齢時期区分論にお

ける安定期と危機との交代は，安定期に維持されている
発達の社会的状況自体が，そこに安定して位置づくこと
のできない年齢的新形成物を子どもの人格に発生させる
ことによってもたらされる。社会的環境と人格という異
なる二つの構造が部分的かつ密接に結びつくことで，一
方もしくは双方の内的な構造変化を生み出し，その変
化が従来の関係の崩壊と新たな関係の生成をもたらす。
Vygotsky （2002a）における人格と社会的環境の関係お
よび，それを通した発達的変化の発生の構図は概ねこの
ようなものであると理解することができる。

Vygotskyの年齢時期区分論の現代的意義

Vygotsky （2002a）では，さらに，このような人格と
社会的環境の関係をふまえ，より適切な発達の社会的状
況を生み出すために必要な子どもの発達状態の理解とい
う実践的な視点から，最近接発達領域の概念をめぐるい
くつかの議論が行われている。この部分も非常に興味深
いものであるが，Vygotskyの年齢時期区分論の現代的
意義に焦点化している本論文の問題設定の範囲を越える
部分もあるため検討を割愛し，ここまでの整理と検討を
ふまえて本論文の最初に設定した問題について考えてい
くことにしたい。
まず Vygotskyの年齢時期区分論が個体的な水準に
もっぱら定位し，文化普遍的な対象把握の視点をもって
いるという解釈の妥当性である。個体的な水準への定
位については，Vygotsky （2002a）の理論構成が，発達
的現象の理解を個体的な水準に閉じ込めてしまう個体主
義的な図式ではなく，年齢的新形成物の発生という個体
的な水準の心的現象が人格と社会的環境の「可動的な関
係」を通して生成されるとする唯物論的な図式であるこ
とが記述から確認できる。Vygotsky再評価運動の担い
手たちが採用した脱中心化方略においては，個体的な水
準が埋め込まれている歴史的，文化的，社会的水準の諸
現象に注目し，それを緻密に記述することによって逆照
射的に個体的な水準の現象を理解することが目指されて
いた。これに対して Vygotsky （2002a）が提示する図式
は，やはり個体的な水準が埋め込まれている外部を射程
に入れるものであるが，個体的な水準と外部の水準の位
置づけは脱中心化方略とは大きく異なるものであった。
個体的な水準に位置する人格と，それが埋め込まれてい
る社会的環境をそれぞれ異なる内的な構造や展開の論理
をもつ独立したシステムとして捉え，それらの部分的な
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接続関係が生み出す双方向的な変化に注目するという図
式である。これによって心的過程の形成と変化における
歴史的，文化的，社会的な水準の本質的な役割を認めつ
つ，人格という個体的な水準にみられる発達的変化であ
る年齢時期区分を捉えることが可能になる。たとえば
Vygotsky （2002a）による各年齢時期の特徴づけに従え
ば，幼児期以前の年齢時期に知覚が十分に発達している
ことや，言語的コミュニケーションの基盤が整っている
ことが，幼児期において一般化された知覚が成立する前
提条件になる。このような発達の順序性は個体的な水準
の閉じた論理に属するものであり，そこに歴史的，文化
的，社会的な水準が介入し，その順序を自由に入れ替え
るようなことはできない。しかし幼児期に大人と言語を
用いたコミュニケーションを行うことがなければ，子ど
もが一般化を経験することはなく，その構造の発達も生
じないだろう。果実が実る前には受粉が必須であるとい
う順序性は植物に内在的な論理であり，外部からそれに
介入することは困難であるが，植物自身が受粉を行うこ
とはできず，他の動物や風のような物理現象など外部の
介入に頼らざるを得ないのと，ちょうど同じ構図である。
Vygotsky （2002a）における個体的な水準の位置づけは，
このように発達的変化のメカニズムも所産も独占して収
容する特権的な内的空間ではなく，また歴史的，文化的，
社会的水準から逆照射的に把握される影のような消極的
な存在でもなく，独自の論理で運動しつつ，その運動の
不可欠の条件として外部と密接に結びつく「閉じつつも
開かれた」システムであると言うことができる。
次に Vygotsky （2002a）における文化普遍的な現象の

把握について検討する。文化による発達的な方向づけは，
Vygotsky （2002a）の理論構成においては，人格と社会的
環境の関係すなわち発達の社会的状況を通して行われる
と考えられる。したがって Vygotsky （2002a）が発達の
社会的状況としてどのようなものを想定しているのかを
検討すれば，発達の文化的多様性に対する立場も確認す
ることができる。これまで検討の対象にしてきた幼児期
の場合，発達の社会的状況は言語を用いた一般化を基盤
としたコミュニケーションであった。Vygotsky （2002a）
が指摘しているように言語的コミュニケーションには必
然的に一般化が含まれ，また 1歳から 3歳の子どもに対
して言語的コミュニケーションを一切行わない個別文化
の存在はおよそ想定できないことから，この発達の社会
的状況は文化普遍的な水準で設定されているものと解釈
できる。他の安定期においても，これは同様である。

Vygotsky （2002a）において，発達の社会的状況がこの
ように文化普遍的な水準で設定されていることは，この
年齢時期区分論の理論構成からみても必然的なものであ
る。個体的な水準への定位の問題を検討した際に指摘し
たように，人格は社会的環境などの外部が直接的に介入

することのできない独自の内的な構造や展開の論理をも
つシステムとして理論のなかに位置づけられている。社
会的環境はこの人格のシステムにおいて部分的に外部に
開かれている箇所に接続し，それを通して人格のシステ
ムの発達的変化に間接的に介入することになる。人格の
接続可能部分は人格の内的な構造と展開の論理によって，
歴史，文化，社会の水準とは独立に個体的な心的メカニ
ズムの水準で決定される。このため人格と社会的状況の
基本的な接続様式は必然的に文化普遍的なものとなる。

Vygotsky再評価運動の担い手たちは，Rogoff （2003）
による年齢時期区分論の批判にみられるように，心的過
程の発達が文化によって極めて多様に構造化されるこ
とを強調してきた。しかし，これらのケースにみられ
る個別文化ごとの独自な心的過程の構成力と，Vygotsky 

（2002a）にみられる社会的環境と人格との普遍的な結び
つきは，矛盾する関係にあるのではない。果実を成長さ
せるには受粉という介入が不可欠であるが，具体的にど
のようにして受粉を行うのかということについては自然
の風にまかせることから，蜂の飼育，人手による作業ま
で極めて多様な選択肢が存在する。Vygotsky （2002a）に
みられる社会的環境と人格の結びつきは，果物の成長の
ために受粉という介入が不可欠であることと同じ普遍性
の水準で両者の関係を捉えるものである。一方，Rogoff 

（2003）にみられる文化的多様性の指摘は，受粉の方法
の多様性と同じ水準で，人格と社会的環境の結びつきを
実現する具体的様式に焦点をあわせている。心的過程の
発達に対する外部からの介入は，心的システムが内的な
構造と展開の論理に基づいて外部に対して開く発達時期
ごとに異なる接続箇所と様式を根本的な制約として，文
化的に極めて多様な具体的接続様式を歴史的に構築して
きたと考えることができるだろう。
このように人格という個体的な水準に対して唯物論的
な発生モデルでアプローチすることを試み，人格と社会
的環境の年齢時期ごとに異なる普遍的な接続様式に注目
する Vygotsky （2002a）の年齢時期区分論は，Vygotsky

再評価運動以降の認知発達研究および学習研究の文脈に
おいて，再訪すべきなんらかの意義をもつ歴史的参照点
となることができるだろうか。当然のことながら，この
年齢時期区分論において示されている子どもの発達過程
の具体的詳細については，現在の発達研究の成果に照ら
した場合，雑駁すぎる場合や，不正確なものや誤りも多
く混入している可能性があるので，この論をそのまま現
代の研究の文脈に持ち込むことはできない。しかしこ
の年齢時期区分論が示している基本的構図は，Vygotsky

再評価運動以降の文脈においても大きな意味を持ちうる
と考えられる。まず人格と社会的環境の関係を部分的な
接続を通した双方向的な変化の過程としてとらえる視点
は，Vygotsky再評価運動以降，主要な検討対象から排
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除された個体的な水準を研究の枠組みのなかに適切に位
置づけ直すための理論的作業の出発点として有望であ
る。同様に人格と社会的環境の接続を，人格に内在する
構造・論理に制約された関係として文化普遍的な水準で
捉える視点は，心的過程の形成について，心的なシステ
ムによる普遍的な制約と文化的な多様性を結びつけて理
解する試みに様々なヒントを与えてくれるだろう。年齢
時期区分論としても，発達の普遍的な過程と文化的な多
様性の両面を視野に入れた理論構築を試みるための一つ
の基礎的な視点を与えてくれるものと期待できる。だが
Vygotsky理論における人格，動機，感情など個体的な
水準に定位される諸概念や，それらと歴史的，文化的，
社会的な水準との関係に関する研究はいまだ十分に進め
られていない。ここに示したような理論的展開の可能性
を探求するためにも，本論文で検討した年齢時期区分論
を含め，さらなる Vygotsky思想の解明が必要であると
考えられる。
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上野　直樹
（東京都市大学環境情報学部）

この論文では，ソフトウェアにおけるオープンソースを中心に野火的活動における社会的なつながり
のあり方を「オブジェクト中心の社会性」および有形，無形の資源の「交換形態」に焦点を当てて明ら
かにする。また，こうした作業を行った上で，学習を見る観点の再定式化を試みる。ここで言う野火的
な活動とは，分散的でローカルな活動やコミュニティが，野火のように，同時に至る所に形成され，ひ
ろがり，相互につながって行く活動をさしている。野火的な活動は，Wikipediaの編集や Linux開発の例
に見られるように，制度的な組織や地域コミュニティを超えて多くの人々が協調して何かを生み出すピ
アプロダクションという形で行われている。しかし，野火的な活動は，インターネットに限定されるも
のではなく，例えば，赤十字，スケートボーディングや地域における街づくりのための市民活動といっ
たものの中にも見いだすことができる。また，「オブジェクト中心の社会性」とは， 社会的ネットワークは，
人々だけから構成されているのではなく，むしろ，共有するオブジェクトによって媒介されたものだと
いう理論的観点である。
【キー・ワード】　野火的活動，オブジェクト中心の社会性，交換形態，オープンソース，学習

野火的な活動

現代の状況は， Yrjö Engeström（2009）によれば，野
火的な活動（wildfire activities）が拡大している時代で
ある。野火的な活動とは，分散的でローカルな活動やコ
ミュニティが，野火のように，同時に至る所に形成され，
ひろがり，相互につながって行くといったことを伴った
活動をさしている。こうした活動のつながりは，ポスト
モダンの概念を使うなら，竹の地下茎のように，ある
いは，樹木の根と菌類の共生形態のように複雑に，か
つ，多様に絡み合ったリゾーム的な形状を取っている。
リゾームという概念の出所であるポストモダン思想は，
すっかりトレンドではなくなったが，時代状況は，ます
ますポストモダン化している（仲正，2006）。
こうした野火的な活動の中で，人々は特定のコミュニ
ティの中に生き，活動を行うだけではなく，様々な場
所，コミュニティの間を移動しながら，新たな活動を生
み出している。野火的な活動は，Wikipediaや Linuxと
いった例に見られるように，制度的な組織や地域コミュ
ニティを超えて多くの人々が協調して何かを生み出すピ
アプロダクション（peer production; Tapscott & Williams, 

2007）という形で行われている。しかし，野火的な活動は，
インターネットに限定されるものではなく，例えば，赤
十字，スケートボーディング （Engeström, 2009）や地域
における街づくりのための市民活動，震災時の市民によ
る連携活動といったものの中にも見いだすことができる。

こうした活動は，行政組織，企業，学校といった制度
的な組織や個々のコミュニティの枠を超えてひろがり，
また，商品経済の枠組みでは収まりきらない労働や知識
の交換形態を持っている。現代社会における野火的な活
動のひろがりは，改めて，学習，人工物，資源の布置と
いったものの捉え直しを迫っている。例えば，こうした
場合の学習は，知識や情報が上流から下流へ，あるいは，
知識や情報を持つ者が，持たない者に与えるという「垂
直的」な形では表現することはできない。むしろ，学習は，
コミュニティ，人々，活動の間で「水平的」，あるいは，
相互的に構成される事象である。活動論や状況論にとっ
て， このような「水平的」学習を具体的にはどのように
見て行くことができるかということが課題になるであろ
う。また，野火的な活動を支える様々なアレンジメント
をどう行うべきかということが新たな課題になるであろ
う。
ここでは，主に，野火的な活動において，個々の制度

的な，あるいは，非制度的コミュニティの活動を超えて
人々が，協力して，何かを作り出すとか，なんらかの仕
事を成し遂げるとき，どのようにして多様なコミュニ
ティ，人々が結びついて行くか見て行く。

野火的な活動を見る観点

個々の制度的組織やコミュニティを超えた活動を考え
るとき，これまでよく使われて来たのは，人々の関係や
つながりに着目し，社会的ネットワークとして見て行く
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というものであった。社会的ネットワークという見方の
最も素朴な形態は，人々のつながりをネットワーク図で
表現するというものである。例えば，SNSであるMixi

における人々のつながりをネットワーク図で表現した
mixigraphはその一つの典型例である。
あるいは，Granovetter（1973 /2006）の「弱い紐帯の
強さ」という論文では，人々は，新しい仕事や知識を，
企業の一部門や個々のコミュニティ，家族におけるよう
な日常的に密接なつながり（強い紐帯）よりも，イン
フォーマルな緩やかなつながり（弱い紐帯）で得ること
が指摘されている。
野火的な活動も，また，以上の例と同じように，社会
的ネットワークとしてある程度は図式化でき，また，「弱
い紐帯の強さ」として整理することも可能であろう。し
かし，社会的ネットワークという見方は，野火的な活動
に関して，これ以上，考察を進めるために手がかりを与
えない。また，実際には，どういうオブジェクトを志向
するかに応じて，ネットワークは全く異なったものにな
るはずだが，社会的ネットワークは，そのようなことを
表現しない。
例えば，mixigraphのようなネットワーク図を見ても，

誰と誰がつながっているかを知ることはできるが，それ
以上の情報は得られない。また，個々のコミュニティを
超えた「弱い紐帯」という整理の仕方から，どのように
して弱い紐帯が形成されるのか，あるいは，どのような
条件下で弱い紐帯を形成できるかを明らかにするための
手がかりは得られない。このようにして，野火的な活動
を見るとき，ネットワークという見方を離れ，異なった
メタファー，観点，アプローチを探って行く必要がある
だろう。 

Jyri Engeström（2005）は，ソーシャルメディアにつ
いての議論の中で，「社会的ネットワーク」という観点
の誤りは，社会的ネットワークということが，人々だけ
から作られていると考えることにあると指摘している。
Engeströmは，Knorr Cetina（1997）の「オブジェクト
中心の社会性」（object centered sociality）という概念を
引用しながら，社会的ネットワークは，人々のつながり
を媒介するオブジェクトを見ることなしには，ほとんど
意味をなさないと述べている。むしろ，社会的ネットワー
クは，共有するオブジェクトによって結合された人々か
らなっている。このことが，Engeströmも指摘するよう
に，活動理論やアクターネットワーク理論に依拠する研
究者が，単に社会的ネットワークという代わりに，社会
―物質的ネットワークや活動，実践について語る理由で
ある。

2006年にマイクロブログ Jaikiuを創設した Engeström

は，社会的ネットワークのためのサービスは，Flickrや
deliciousのようにオブジェクトのまわりに構築されなけ

ればならないと述べている。しかし，社会的なつながり
を見るとき，「オブジェクト中心の社会性」を見るべき
だということは，ネット世界に限定されたことではない。
様々な野火的な活動を見て行く際にも，単にノードとつ
ながりで記述された社会的ネットワークのダイアグラム
ではなく，人々がどのようなモノ，オブジェクトによっ
て結合されているかに焦点を当てるべきであろう。
野火的なつながりを見るとき，もう一つ見るべきこと
は，そのつながりの性質である。つながりの性質とは，
例えば，野火的活動に参加する人々やコミュニティは，
相互に何を交換しているかといったことである。野火的
活動が，貨幣による商品交換の形態から自由であるとい
うことはありえないが，そこでは，商品交換といったこ
とには還元できない有形，無形の資源の交換が行われて
いる（柄谷，2001; Shiroma & Moro，2011）。
この論文では，オープンソース運動を対象として，以
上のような「オブジェクト中心の社会性」と「多様な交
換形態」に焦点を当て，野火的活動における人々のつな
がりがどのようなものかを明らかにすることを試みる。
こうしたことを通して，「水平的」学習を具体的に見て
行くための手がかりを得る。

オブジェクトとしてのオープンソース

ここでは，まず，この論文の主な対象である「オープ
ンソース」とはどのようなものかを紹介する。オープン
ソースとは，ソースコードを公開し，それを改変，再配
布することを可能にするソフトウェアのライセンス（ソ
フトウェアの使用許諾条件）をさす。オープンソースに
先行し，そのアイデアの元になったものとしては，Unix

系のフリーソフトの OS（オペレーティングシステム）
である GNU（グニュー）プロジェクトの GPLライセン
スがある。こうしたラインセスの名称は，単に，ソフト
ウェアの使用許諾条件を超えて，ハッカーたちが長年，
各地で行ってきたフリーソフト運動，あるいは，オープ
ンソース運動と呼ばれる野火的な活動と強く結びついて
いる。
フリーソフト運動，あるいは，オープンソース運動は，

Unix系の OSの開発を中心に展開された。Unix OSは，
少なくとも 1990年前後までは，いわばハッカーたちに
とっての天国のような場所を提供しており，また，その
コミュニティは，1970年代ヒッピー運動と結びつけて
語られるようなものであった。しかし，1990年代以降，
Unix系，あるいは，Unix互換の OSとしての FreeBSD

や Linuxは，インターネットの基幹的な部分を占めるに
至った。例えば，Googleや mixiは Linuxを用いている。 

また，Yahoo!や２ちゃんねる，ライブドアは，FreeBSD

を用いている（Wikipedia，2011年 7月 26日アクセス）。
ここでは，Linuxの開発を中心に，野火的な活動がど
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のように，展開していったかを見て行くことにしよう。
Linux OSの中核的な部分である Linuxカーネルの開発
は， 1991年にフィンランドのヘルシンキ大学の学生だっ
た Linus Torvalsが，あるメーリングリストでその原型
を公開することで開始された。 カーネルとは，メモリ，
CPU，入出力などに関してソフトウェアと周辺機器を含
めたハードウェアを仲介する OSの中核部分のことであ
る。

Linuxカーネルの開発方式は従来のソフトウェア開発
とは，大きく異なっていた。Raymondは，「伽藍とバ
ザール」において，従来の企業における「伽藍的」，つ
まり，官僚的な組織におけるソフトウェア開発のあり方
と Linuxカーネルにおける「バザール的」なソフトウェ
ア開発のあり方を対比しながら，Linuxにおける開発の
あり方の特徴をまとめている。ここで，Raymondは，
Linuxの開発について以下のように述べている。
「Linux は，意識的かつ成功裏に全世界を才能プー
ルとして使おうとした最初のプロジェクトだった。 

Linux 形成期が，World Wide Web の誕生と同時期なの
は偶然ではないと思うし，Linux が幼年期を脱したのが 

1993–1994 年という，ISP 産業（インターネット通信事
業者）がテイクオフしてインターネットへの一般の関心
が爆発的に高まった時期と同じなのも偶然ではないだろ
う。リーヌスは，拡大するインターネットが可能にした
新しいルールにしたがって活動する方法を見いだした，
最初の人間だったわけだ」（Raymond, 1997 /1999，p.51）。

Linuxにおいては，実際に，インターネットによって
開発者をつのり，1997年当時で数千人の開発者が参加
していたと言われている（Raymond, 1997 /1999; Torvals, 

1999 /1999）。
Linux以前のフリーソフト運動では，ソースコードは

公開されて，それを改変したり，配布することは可能だっ
たが，「全世界の才能プールを使う」といったことは行
われていなかった。各地にばらばらに存在していたハッ
カーたちやそのコミュニティを「全世界の才能プール」
と見なすことができたのは，インターネットという存在
あってのことである。しかし，インターネットで相互に
コンタクトが取れ，それゆえに 「全世界を才能プール」
と見なすことができたとしても，それだけでは，多くの
開発者を動員することはできなかったであろう。

Torvalsが，「全世界の才能プール」を使うことができ
たもう一つの理由は，インターネットの OSとして Unix

系の OSの役割がより大きなものになったからであろ
う。さらに，Linuxカーネルが，当時各地で開発されて
いた様々なソフトウェアのコンポーネントを結びつける
ものであったからである（Stallman, 2008）。

Stallman によれば，1990年代初め，すでに，フリー
ソフトとして開発された Unix系の OSであった GNU 

OSの様々なコンポーネントは存在していた。しかし， 
当時，こうしたハッカーたちが開発した様々なコンポー
ネントを相互に有機的に関連づけて用いることを可能
にする自由に使えるカーネルが開発されていなかった。
Torvalsが Unix互換である Linuxカーネルの原型を公開
したのは，ちょうどそのような時期であった。こうし
た背景によって，Linuxカーネルの開発には多くのハッ
カーや後には多くのユーザたちが参加したと考えられ
る。
こうしたことに加えて，Torvalsは，バザール的な開
発を可能にするためのカーネルの設計上の様々な工夫を
行った。こうしたことについて Torvals（1999 /1999）は，
以下のように述べている。
「Linuxのカーネルについては，できるだけモジュー
ル化されたシステムにしなければならないということ
が，開発のかなり早い段階で明らかになった。オープン
ソース方式で開発されるシステムは，絶対にモジュール
化されなければならない。そうでなければ，同時並行的
にいくつもの作業を推進するのが非常に難しくなる。」
（Torvals, 1999 /1999, p.212）
さらに，Torvalsは，その後，1998年に Netscapeな

どの企業関係者および「ハッカー文化の主な部族の長」
たちとともに，オープンソース・イニシアティブを設
立して行った（Tiemann, 2006）。ここで言う「主な部族
の長」とは，Linuxカーネルの他，メールサーバである
sendmail，webサーバである Apacheなどのコンポーネ
ントやプログラム言語である Perl，Pythonを開発した
ハッカー・グループの代表者たちのことである。オープ
ンソース・イニシアティブにおいて，Linuxとインター
ネットの様々なコンポーネントは， オープンソースとし
て公式に結合することになった。オープンソース・イニ
シアティブは，いわば，Netscapeなどの企業関係者お
よび「ハッカー文化の主な部族の長」たちの社会的同盟
というべきものだが，これは，たんに，社会的つながり
ではなく，インターネットに関連した様々なモジュール
やコンポーネントのつながりをも表現しているのであ
る。
このように，Linuxの開発における多様な人々やコ
ミュニティのつながり方も，前節で見たような「オブ
ジェクト中心の社会性」として特徴づけることができる。
Linuxをめぐる人々のつながりは，まさに，Linuxとい
うオブジェクトやそのオブジェクトとしての特徴抜き
には考えることができない。Linuxのオブジェクトとし
ての特徴は，かなり徹底したモジュール化や様々なコン
ポーネントとの結合のしやすさということにあった。こ
うした Linuxのコードとしての特徴は，また，1990年
代に形成されて行った Linuxの社会的地位と切り離すこ
とはできない。例えば，カーネルのコードをモジュール



　402 発 達 心 理 学 研 究 第 22 巻 第 4 号

化したことは，世界の多くのハッカーたちの協力のもと
に「バザール」的にカーネルの開発を行おうとしたこ
とと裏腹の関係にある。また，Linuxが，GNUで開発
されたエディターやコンパイラなどの多くの OSのコン
ポーネントや webサーバ，メールサーバなどの webシ
ステムとコードとして結合しやすかったことは，こうし
たコンポーネントを開発していたハッカー文化のコミュ
ニティと社会的に同盟可能だったことと切り離すことは
できない。

Linuxの社会的地位としてのもう一つの特徴は，それ
が，フリーソフト，あるいは，オープンソースとして，
つまり，独特な公共財として位置づけられていたという
点である。フリーソフト運動やオープンソース運動のラ
イセンスに関連したガイドラインは，例えば以下のよう
なものである（Perence, 1999）。 

　・ 自由な再配布 ：プログラムのライセンスは，その販
売，譲渡を制限してはならない

　・ソースコード：プログラムの配布はソースコードを
含むものでなければならない。

　・派生ソフトウェア：ライセンスは原ソフトウェアを
変更し，派生ソフトを作成することを許すものでな
ければならない。

　・個人，団体，使用分野に対する差別の禁止：個人も
しくは団体や使用分野に対する差別の禁止，ソース
プログラムに付与された諸権利は再配布されたもの
にも適用される。
こうしたプログラムのライセンスに関するガイドライ
ンも，また，プログラムの構造的特徴や多様なコンポー
ネントの結合可能性，および，多くの開発者やそのコミュ
ニティ間の同盟関係と切り離すことはできないだろう。
また，オープンソースのプログラムを独特の公共財とし
て位置づけるということは，野火的活動における人々や
コミュニティの間の様々なものの交換形態という議論と
関わりがある。公共財としてのオープンソースというオ
ブジェクトの社会的地位については，次節でも再び，別
の角度から見て行くことにしよう。

野火的活動における交換形態

Raymondは，オープンソース的な Linuxカーネルの
開発において，Torvalsが，どのように，ハッカーたち
の協力を得たかに関して以下のように述べている。
「リーヌス（トーバルズ）のやり方は，『エゴブー』の
効率的な市場をつくりだす方法として見るといいかもし
れない。個々のハッカーたちの利己性を，協力体制を
維持しない と実現不可能なむずかしい目標に，できる
だけしっかり結びつける方法だ」（Raymond, 1999 /1999. 

p.53）。
つまり，Raymondによれば，ハッカーたちは，公共

財としての Linuxへの奉仕としてではなく，むしろ，自
らのエゴを満足させるために，無報酬でソフトウェア開
発を行ったというのである。実際，Linuxカーネルの開
発によって，ハッカーたちは，それまで自らが開発した
コンポーネントをより生かすことができるし，また，新
たなコンポーネントを開発できる可能性も増したことも
確かである。そして，Torvalsは，こうしたハッカーた
ちのエゴを満足させるような協力体制を作ったというの
である。
しかし，おそらく，ハッカーたちが，オープンソース

的なソフトウェア開発に参加する「動機」は様々であ
り，エゴか奉仕かという二元論に還元することはできな
い。こうしたことに関連して，城間・茂呂（Shiroma & 

Moro, 2011）は，柄谷（2001）に依拠し，人々の間でな
される「交換形態」に着目して，野火的活動を分析して
いる。柄谷は，これらの著作において，国家を含む様々
な共同体（コミュニティ）のあり方を様々な「交換形態」
の枠組みを用いて，明らかにすることを試みた。柄谷に
よれば，交換形態には以下の 4つの形態が存在する。
「相互性ある贈与（贈与と返礼）」（農業共同体の内部）
「収奪と再配分」（封建国家）
貨幣にる「商品交換」（資本制市場経済）
アソシエーション（未来の交換形態）
以上の 4つの交換形態は世界史を対象としたものだ
が，歴史的段階として見るべきではなく，むしろ，現代
社会においても，様々な交換形態が混在していると考え
ることができる。 実際，資本主義社会の中においても， 
例えば，贈与と互酬制と貨幣による商品交換が共存して
いる。 このように考えるなら，柄谷の交換形態の議論は，
具体的な活動を見ていときに，ヒントを与えるであろう。
茂呂と城間は，大阪のある小学校総合学習として行わ

れている文楽をめぐる活動を対象としてフィールドワー
クを行い，城間・茂呂（Shiroma & Moro, 2011）は，そ
れに関して，以上のような「交換形態」によって分析し
ている。この大阪の小学校における文楽の総合学習にお
いては，以下の用な多様なグループが多様な動機のもと
このプロジェクトに従事している。

a. プロの文楽の演者たち：近くの国立劇場で小学生に
文楽を教える。文楽をひろめることに従事したい。住民
たちは，文楽は，高尚なものであり，近づき難いと感じ
ている。

b. NPO ：風俗店などが多い街を改善したい。代表は
もと副校長。安全で清潔な街を復活させたい。

c. 近隣住民：人形の衣装を作るために古い着物を提供
し，文楽用の衣装として繕い直す。また，舞台作りや舞
台装置の設置も手伝う。彼らの動機は，学校をコミュニ
ティの中心として維持すること。
城間・茂呂によれば，こうした多様なグループの活動
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における主な交換形態は，「相互性ある贈与（贈与と返
礼）」である。 例えば，様々な共同体は，物質的リソー
ス，非物質的知識，技能，ボランティア的な仕事を贈与
している。そして，返礼として，地元における一体感，
所属感，アイデンティティの感覚などを受け取っている。
この交換は，感情の交換，感情の交わりといったもので
あろう。
また，ここでの交換形態の一部は，商品交換的なも
のである。例えば備品などの提供は，商品の提供であ
り，こうしたことから，ここでの「 贈与と互酬制」は，
商品経済以前の農業共同体のそれとは異なったハイブ
リッドなものである。茂呂は，この活動においては，贈
与と返礼という交換形態を通して，作られる共同体を
「想像の共同体」と呼んでいる。「想像の共同体」とは
Benedict Anderson（1983 /1997）によって提唱された概
念であり，柄谷も，交換形態と想像の共同体を関連づけ
た議論を行っている。柄谷に従うなら，「想像の共同体」
とは，貨幣経済によって解体された贈与と互酬による農
業共同体を想像的に回復する人々の試みだということに
なるだろう。
茂呂は，こうした議論に従い，まさに，この地域で，

文楽をめぐる活動を通して，共同体が想像的に復元され
ているというのである。例えば，地元の酒屋さんは，「こ
こが文楽の街であること，息子，娘が文楽を学び，演じ
ていることを誇りに思う」と語っているという。この「想
像の共同体」は，仮想的なものであり，様々な部門，学校，
プロの文楽士，住民などによる様々な交換を通して作ら
れたものである。そして，茂呂によれば，この学校は，「想
像の共同体」実践のアンカリング・ポイントと見なすこ
とができるという。
茂呂による交換形態に着目した分析は，野火的な活動
における人々のつながりを見て行く際に，多くの手がか
りを与えている。例えば，人々が野火的活動に参加する
「動機」は，奉仕やエゴというものには還元できないも
のである。また，ここでの「動機」，内発的にせよ外発
的にせよ心理学的「動機」といったものではない。活動
に参加する動機を，内発的なものか，社会的に認められ
たいという外発的なものかという二元論は，人々の間で
生じる多様な交換形態を不可視にするだろう。
茂呂の事例に即して言うなら，人々が野火的活動に参
加する「動機」とは，例えば， 文楽というオブジェクト
に向けた活動やこの活動に参加する様々なグループとの
間の交換形態に対応して形成された社会的，マテリアル
なものである。　

オープンソースにおける伽藍とバザール

前節で紹介した茂呂による野火的活動を交換形態に
よって分析するという方法は，オープンソース的な活動

にも適用可能である。しかし，オープンソースにおける
交換形態について議論する前に，Raymondによるソフ
トウェアの開発方式における「伽藍方式」と「バザール
方式」といったことを「オブジェクトとしてのオープン
ソース」とは，異なった角度から見てみることにしよう。
インターネット初期のブラウザーである mosaicの開

発は， ソフトウェアの開発における「伽藍方式」と「バ
ザール方式」の典型的な事例であるように思われる。こ
の事例を相田・矢吹（1997）に従って見てみることにし
よう。

mosaicの開発は，1992年にイリノイ大学学生 Andreessen

が，インターネット上で，World Wide Webを見つけた
ことに始まる。Andreessenは，画像も参照できるブ
ラウザーというアイデア思いつき，仲間の学生たちと
mosaicの開発を開始した。Andreessenやその仲間の学
生たちは，そのとき，イリノイ大学スーパーコンピュー
タ応用センター（NCSA）のソフト開発グループに時給
で雇われていた。
彼らは，3ヶ月程度で mosaicを開発し，直ちにこれ

をインターネットで公開した。インターネット公開後，
mosaicに対して世界中からすぐに多くの好意的な反応
や改良案などの提案が返って来た。学生たちは， こうし
た反応に力づけられて，mosaicをさらに改良していっ
た。
当初，イリノイ大学スーパーコンピュータ応用セン
ター（NCSA）側は，mosaicのための開発予算を出しな
がらも，その開発に干渉せず学生に自由に開発をやら
せていた。しかし，mosaicが，急成長し，世界で注目
されると，NCSA側は mosaicの開発の管理を開始した。
その途端に，mosaic開発は，進まなくなった。その理
由は，mosaicを一つ改良しようとすると，NCSA開発グ
ループ長など様々な管理職にお伺いを立てなければなら
ず，学生たちが mosaicの開発を自由に行うことができ
なくなったことにある。
開発者である学生たちにとって，改良にあたっていち
いち何人にもお伺い立てる手間も大変であった。こうし
たことは，学生たちの心理的負担も強い，彼らにとって
開発自体が楽しいことではなくなった。このようなとき，
Jim Clarkが新会社に学生たちを誘い，ともに Netscape

を立ち上げた。その後，mozilaをオープンソースにした
り，その別プロジェクトとして Firefoxが作られた。一
方， NCSAはmosaicのライセンスをスパイスグラス社に
販売し，さらに，そのライセンスはマイクロソフトに販
売され Explorerのベースになった（Wikipedia, 2011年 8

月 26日アクセス）。
NCSAによる mosaicの開発の管理は，まさに，絵に

描いたような官僚主義だが，これは，Raymondの言う
「伽藍方式」の開発にあたる。一方，学生が，インター
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ネット上で世界のユーザたちとやり取りをしながら自由
に mosaicを開発していた時期は「バザール方式」に近
い方法をとっていたと言える。

mosaicの開発の事例も参考にしながら，改めて
Raymond（1997 /1999）の言うソフトウェアの「伽藍方式」
と「バザール方式」を整理するなら以下のようになるだ
ろう。
ソフトウェアは，多くの開発者と大量のユーザによる
チェック，テストが必要である。もし，多くの開発者と
大量のユーザの協力が得られるなら開発は効率的で，ま
た，質の高いものになる。その一つの実証例，典型例
は，Torvalsを中心にして行われたLinuxカーネルである。
これをバザール方式の開発と呼ぶ。
一方，大企業におけるような，まさに，伽藍のような
閉じた組織ではバザール方式のような方法はとれない。
開発は，オープンにはできず，ユーザからのフィードバッ
クは得られにくい。また，果てしのない管理，マネジメ
ントによって，開発者は窒息する。これを伽藍方式の開
発と呼ぶ。
こうしたことに関連して，Raymondは以下のような

ことを指摘している。
「面白いアイデアがあって，呼びかければ多くの人々
の協力が得られる社会組織の方が，クビにならないよう
にアイデアを階級機構に対して政治的に売り込みしな
ければならないようなシステムの方がはるかにましだ」
（Raymond, 1997 /1999, pp.64-65）。
「もしたった一人の たった一つのアイデアでいいな
ら，一人の人間がそのいいアイデアで，何百，何千とい
う人々の協力をすぐに集められる社会方式のほうが，ク
ビになる心配なしにそのアイデアに基づく作業ができる
ようになるために，階級機構に対して政治的な売り込み
をしなくてはならないようなシステムに比べて，革新は
早いに決 まっている」（Raymond, 1997 /1999, pp.64-65）。
「そして実際に，伽藍方式を使った組織によるソフト
の技術革新の歴史を見てみると，あまり数がないことが
すぐにわかる。巨大企業は新しいアイデアの源として大
学の研究に頼っている。あるいは，革新者の頭脳を中心
に生まれた小企業を買収するだろう。いず れの場合に
も，伽藍文化には技術革新は根付いていない。それどこ
ろか，そうやって輸入された技術革新の多くは，ハロ
ウィーン文書の著者たちがあんなに持ち上げる『とてつ
もないレベルのマネジメント』によって，静かに窒息
させられてしまう結果となる。」（Raymond, 1997 /1999, 

p.77）
ここで言われているハロウィーン文書（The 

Halloween Document）とは，Linuxやオープンソースに
ついて解析したマイクロソフトの内部文書やその文書に
関するマイクロソフトからのコメントなどを含む一連の

文書である。リークされた時期がハロウィーンに近かっ
たためこのように名づけられている。文書ではオープン
ソースソフトウェア，特に Linux がマイクロソフトの製
品と競合して，マイクロソフトによるソフトウェア産業
の支配を脅かすとしており，オープンソースのソフト
ウェアの発展を妨げる方法を提案している（Raymond, 

1997 /1999）。
こうしたことに関連して言えば，日本において支配的

な開発形態は，典型的な伽藍方式の開発である。さらに，
日本の IT産業は，ITゼネコンと呼ばれるいくつかの IT

企業の大手が，政府，自治体，大企業のソフトウェア開
発を独占的に受注しており，その受注を ITゼネコンが
無数の中小の IT企業に下請けに出している。こういっ
たソフトウェアが，多くの不具合を抱えていたり，イン
タフェース上の問題を持っていたり，そもそも開発され
ても使われないという事態は，よく指摘されている。こ
うした受注，開発方式のために，ソフトウェアの実際の
開発者とエンドユーザの距離は著しく遠く，ソフトウェ
アに対するエンドユーザの声は開発者にほとんど届かな
い。
こうした一方，近年，日本では，多くの IT技術者が，
企業の枠を超えて，公式，非公式に自主的勉強会を行っ
たり，また，オープンソースのソフトウェア開発にも従
事している（Ueno, 2011）。

オープンソースにおける交換形態

すでに見たように，Linuxカーネルを初めとして現代
の web技術の基幹部分はオープンソースによって，つ
まりバザール方式によって，開発されている。しかし，
オープンソースの開発においては，参加者たちは，直接
的には，賃金などの報酬を得ているわけではない。
しかし，だからといって，Raymondは，Linuxカーネ

ルにおけるようにバザール方式の開発において，ハッ
カーたちは，公共財としての Linux OSに奉仕精神で，
開発に参加しているわけではないと言う。むしろ，ハッ
カーたちのエゴを満たすような形で，開発方式が作られ
ている述べている。しかし，これもすでに見た通り，オー
プンソースにおける開発を見るとき，エゴか奉仕かとい
う二元論では多くのことが見落とされるように思われ
る。むしろ，茂呂が用いているような交換形態に着目す
ることで， オープンソースのバザール方式の開発におけ
る「協力体制」やつながりがどのようなものか，ひろが
りをもって捉えられるように思われる。
オープンソースにおいては，基本的には，贈与と返礼
という交換形態をとっている。しかし，その贈与と返礼
で交換されるものは多様であり，また，しばしば無形で
ある。例えば，オープンソースにおけるシステムの開発
側とユーザは，それぞれがそれぞれを必要としている。
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開発側は大量のユーザによるテストがないとシステムを
洗練することができない。ユーザは予想外の振る舞いを
するので，そういうことは，開発側にとっては贈与にな
る。一方，実際に，ユーザにとっては，なんらかの理由
で，システムが必要であり，システムについて教えても
らうことは，開発側からの贈与になる。
また，開発側がユーザを増やし，あるいは，仲間を増
やすことは，同じ対象に関心を持っている人々を増やす
ことであり，これは，これで十分な贈与になるだろう。
同じ関心を語り得る仲間がいるということは，それ自体
価値のあることである。
さらに，オープンソースの場合，プログラムを作った
り，教えたりという枠を超えて，開発側もユーザも，異
なったネットワークで，作ったり，あるいは，知ったプ
ログラムをビジネスなどで使うことがある。つまり，オー
プンソースの共同体の中では贈与とその返礼ということ
になるが，その共同体を超えたとき，プログラムは商品
交換という交換形態のもとで商品にもなる。オープン
ソースは，基本的には，すでに見たようなライセンス上
のガイドラインを守ること，そして，オープンソースの
コミュニティになんらかの有形，無形の貢献をすること
で，プログラムをビジネスに使うことも許容されている。
また，オープンソースは，ユーザを増やすことで，そ
れが直ちにビジネスにはならないにしても，そのプログ
ラムを使う層が増え，そのことは，プログラムを直接，
商品にするということではない形で将来的にビジネス機
会をもたらすであろう。あるいは，新しい職を得られる
チャンスが増えるということにつながっている。このよ
うに，オープンソースにおける交換形態は，多様で，か
つ，ハイブリッドなものである。
以上のようなことは，オープンソースのようなピアプ
ロダクションを超えて，ひろく野火的活動を見る場合に
も用いることができるだろう。いずれにしても，野火的
活動において，参加者は，純粋な奉仕をだけを行ってい
るわけでもないし，エゴを協同的に実現するためのこと
だけを行っているわけではない。
こうした多様な交換形態は，同時に，「オブジェクト
中心の社会性」の議論におけるオブジェクトの形成と関
連づけることも可能であろう。例えば，野火的な活動に
おいて，オブジェクトをある形で作ったり，オブジェク
トの社会的な地位とそこでの交換形態のあり方は切り離
して考えることはできない。あるいは，活動の対象とし
てのオブジェクトをオープンなものにするかどうかとい
うことと，野火的活動に参加する人々やコミュニティ間
の有形，無形のものの交換形態をどのようなものにする
かということは裏腹の関係である。

野火的活動における学習

ここでは，改めて，オープンソース運動のような野火
的な活動における学習ということについて考えてみるこ
とにしよう。例えば，技術の学習というとき，野火的な
活動においては，技術が高い者が，低い者に教えると
か，技術が低いレベルから高いレベルに変化するといっ
た「垂直的な学習」に還元できないものが多くある。
例えば，オープンソースにおいては，「どのようなシ
ステムの使い方をするか予測のつかないユーザ」（生越，
2008）は，不可欠の学習環境である。また，もう一方で
ユーザにとっては，ハッカーが提供するプログラムやそ
のドキュメントは，新たな学習環境になる。
また，ハッカーたちは，オープンソースの中では，個々
のコンポーネントを，それ自体として設計し，開発し
ているのではなく，そのバザール的な開発方法におい
て，常に，他の多くのハッカーやコミュニティが開発す
るコンポーネントとの関連の中で，設計，開発してい
る。Poleseは Tapscott & Williams（2007 /2007）のイン
タビューにおいて，オープンソースの形成に伴って生じ
たプログラミングのスタイルについて以下のように述べ
ている。
「オープンソースの世界では，ばらばらのコンポーネ
ントが集まって大きなエコシステムになります。コン
ポーネントやプロジェクトを構築するとき，まず，その
ほかの部分とどのように相互運用できるようにするか，
から考えます。つまり，ソフトウェアの書き方やソフト
ウェアの世界で事業を行うやり方に対するアプローチ自
体が大きく異なっているのです」（Tapscott & Williams, 

2007 /2007, pp.145-146）。
Poleseが指摘するように，オープンソースにおいては，
オープンソースゆえの「オブジェクト中心の社会性」に
よって，何をどのようにプログラミングするかといった
ことが大きく変わった。このことは，オープンソースに
おいては，プログラム開発者のプログラミングの学習環
境も大きく変化したことを示している。同様のことは，
ユーザやソフトウェアの世界でビジネスを行おうとする
人々についても言えるであろう。
あるいは， 特定のオブジェクトの形成やそれに伴う

人々やコミュニティのつながりの中で生じる「ソフト
ウェアの書き方やソフトウェアの世界で事業を行うやり
方」の変化を，学習と呼ぶことも可能である。個々の様々
な参加者たちに焦点を当てて言うなら，こうした新たな
オブジェクト中心の社会性によって，参加者のそれぞれ
に多様な形の学習が生じたといこともできる。
また，Lave & Wenger（1991 /1993）は，学習とは知
識や技能の学習には還元できない実践のコミュニティの
中で「ある存在になる」ことを含むことを指摘している
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が，オープンソースのような野火的な活動においては，
なるべき「ある存在」自体が変化している。例えば，オー
プンソースにおいては，開発者になるとか，ユーザにな
る，ソフトウェアの世界で事業者になることが，従来と
はかなり異なったものになっていると考えられる。
また，野火的な活動における人々やコミュニティの間
の有形，無形なものの多様な交換形態は，その「オブジェ
クト中心の社会性」において諸関係は，相互的であり，
また，その相互関係は，多様であることを示している。
このように見るなら，学習も，また，常に相互的なもの
であり，さらに，その相互性のあり方は，交換形態に依
存してやはり多様なものであると考えることができる。
ここでは，野火的活動について主にオープンソースに
焦点を当て，そこでの人々やコミュニティのつながりの
あり方を「オブジェクト中心の社会性」および有形，無
形のものの「交換形態」によって明らかにしようとした。
こうした試みは，「水平的な学習」がどのようなもので
あり，どのように生じるか見て行くための手がかりを与
えると考えることができる。
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渡辺　恒夫
（東邦大学理学部生命圏環境科学科）

内面から見られた人格（パーソナリティ）である自己の発達に焦点を当て，人格発達の著しい質的転
換点とみなされてきた第二の誕生の謎に肉薄する。Rousseau以来，第二の誕生は思春期の到来の時期に
想定されてきたが，青年期静穏説の台頭によって最近は影が薄い。2節では，自己の発達について考察す
べく，代表的な自己発達理論として，Neisserの 5つの自己説を検討し，私秘的自己のみが未解明にとど
まっていることを見出した。次に Damonと Hartの自己理解発達モデルを検討し，自己の各側面間の発達
的ズレ（デカラージュ）という知見を得た。3節では，古典的青年心理学で第二の誕生として論じられた
自我体験と，その日本における研究の進展を紹介し，4節で，第二の誕生の秘められた核は自我体験であ
り，その奥には私秘的自己と，概念的自己など他の自己との間の矛盾の気づきがあるという仮説を提示
した。5節では，私秘的自己の起源をメンタルタイムトラヴェルによる自己の二重化に求めるアイデアと，
自己理解と他者理解の間のデカラージュを克服しようとする運動そのものが新たに矛盾を生じるという，
生涯発達の構想が提示された。6節では，第二の誕生のテーマを再び見出すため，一人称的方法による人
格発達研究の復権が唱えられた。
【キー・ワード】　自己の発達，第二の誕生，私秘的自己，自我体験，一人称的発達心理学

1．序　　論

内面から見られた「人格」である「自己」の発達に焦
点を当て，人格の段階発達上の転換点と言われてきた「第
二の誕生」の謎に肉薄したい。まず，編集部から与えら
れた題は「パーソナリティの段階発達説」であるが，本
文中では「人格の段階発達説」の表記を用いることを
断っておく。理科系大学で教えていると，学生たちが心
理学を自然科学と対等の科学とは決して見なしてくれな
いこと，その理由の一つが，心理学とは常識をカタカナ
英語に置き換えて科学らしく装っているだけではないか
という，疑念にあるらしいことに気づく。人格・性格を
パーソナリティに置き換えるのも，その典型ということ
になってしまいかねない。たしかに，科学の価値中立性
の建前からは，価値的な「人格」を避けて「パーソナリ
ティ」を使うと言うと，科学らしく響く。けれども，そ
れならそれで，心理学では「人格」の語を価値中立的に
用いる，と断ればすむことではないか。そもそも，あら
ゆる心理学的概念と同様，パーソナリティもまた，価値
を免れ得ない概念である（アメリカにおけるパーソナリ
ティ概念の価値論的含意とその社会的背景については，
Danziger, 1997 /2005に詳しい）。心理学から価値をはぎ
取ろうとするのではなく，暗黙裡の価値的前提に自覚的
になることこそ，必要なことであろう。
次に副題にある「第二の誕生」であるが，言うまでも

なくこれは，Rousseau（1762 /1963）の，「人は二度生
まれる。一度は存在するために，二度目は生きるため
に」という『エミール』の言葉に由来する。人格に発
達段階があるのであれば，この第二の誕生こそが，人
格成長期において最重要な段階変化ということになろ
う。Rousseauにあって第二の誕生とは，青年期の到来
を意味した。Freudや Piagetのような古典的な発達理論
でも，それぞれ精神 ― 性的発達と知的発達という，発達
の全く異なる側面を扱いながらも，等しく，ほぼ 12歳
前後という青年期到来の時期に，「子ども」からの脱却
という最重要な発達段階（Freudの性器期と Piagetの形
式的操作期）を置いているのである。Eriksonに代表さ
れる生涯発達心理学では，青年期には，「子ども」から
脱却して「大人」の仲間入りをするためのアイデンティ
ティ確立の闘いと試練の時期であり「危機の時期」であ
るという意味が付け加えられる。すでに現代心理学にお
けるパーソナリティ論の元祖である Allport （1937 /1982, 

p.184）自身が，青年期の前期である思春期に「上昇的
危機」という特徴づけをしている。
ところが一方では現代は，青年期危機説に対して青年

期平穏説が唱えられる時代でもある（たとえば，下山， 
1998；滝川，2004）。青年期とは，近代産業社会に至っ
て，性的生物学的成熟と社会的成熟の間に時間的ギャッ
プが拡がったという時代背景の中で形成されたものであ
る以上，滝川の言葉を借りるならば「蝶にとって『さな
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ぎ』が普遍的なようには普遍的ではなく，その時代と社
会によってさまざまにあり方を変える」（滝川，2004，
p.9）ものである。従って，家父長制の名残や性への抑
圧的規範，貧困といった，若者の人生行路を阻む困難が
緩和され，それどころか消費社会，情報化社会の主役へ
と祭り上げられるにつれ，危機，疾風怒濤の時代，とし
ての古典的な青年期像が描きにくくなるのは，当然かも
しれない。
では，人格発達上に最重要な段階を画す「第二の誕
生」とは，もはや神話でしかないのだろうか。筆者はこ
こで，第二の誕生に相当する概念をキーとして用いた例
として，W. Jamesが『宗教的経験の諸相』で，古今の
宗教的経験のあり方から，人を一度生まれ型と二度生ま
れ型に分けていることを思い出す。一度生まれ型が率直
に信仰へ向かうのに対し，二度生まれ型は，死と再生
の経験にも比すべき回心を経なければならない。James 

（1902 /1969） は，「二度生まれの人の性格の心理学的な
基盤は，その人の生まれつきの気質のなかにある種の不
協和あるいは異質混交があること」と述べて，フランス
の作家，アルフォンス・ドーデの例を引いている。
「最初に私が二重人であることを悟ったのは，私の兄
弟アンリが死んだときに，私の父が実に劇的に『あれは
死んだ，あれは死んだ！』と叫んだときのことであった。
私の第一の自己は泣いたが，私の第二の自己は『あの叫
びはなんて真に迫っているんだろう。舞台の上だったら
どんなに素晴らしいことだろう』と考えた。そのとき私
は 14歳であった」（James, 1902 /1969, p.253）。

Jamesの二度生まれについての考察の示唆するところ
は二つある。一つ目は，第二の誕生といった経験は，割
合の変動はあってもいつの時代でも少数だったかもしれ
ず，従って人格発達には，多様性，または複線型さえも
考慮する必要があるという示唆である。青年期危機説と
平穏期説の対立も，もともと人格発達は多様なものであ
ることの，表れではないだろうか。
二つ目は，ドーデの事例でテーマとなっているのは自

己のあり方であり，人格の段階発達へアプローチするに
は人格を「自己」として捉えるのがよいのではないかと
いう示唆である。一体，人格と自己との関係をどうとら
えるべきだろうか。これには，Allport （1937 /1982）自身
が，Jamesにおける「自己 （self）」と「人格 （personality）」
の使い分けを考察している部分で，答を与えている。「自
己とは本質的に『内部から見られた』パーソナリティで
ある』（p.37）。これを裏返して言えば，「人格とは本質
的に『外部から見られた』自己である」ということにな
るだろう。
ここで，「内部」「外部」とはどういう意味だろうか。「内
面性の神話」といったポストモダニズム風の批判に足を
すくわれないためにも，定義しておいた方がよい。ここ

では「内部から見る」を，「観察者と観察対象が同一で
あるような視点を取る」と，「外部から見る」を「観察
者と観察対象が異なるような視点を取る」と，定義して
おく。前者を「一人称的視点に基づく」後者を「三人称
的視点に基づく」と，言ってもよい（Watanabe, 2010参
照）。つまり，「自己」は自分自身にたいする観察が元に
なっている一人称的概念であり，「人格」は他者に対す
る観察が元になっている三人称的概念なのである。この
ことは，「あの人は人格ができていない」とは言っても，
「私は人格ができていない」とは言わず，むしろ「私は
自分というものができていない」と言うことからも分か
る。「視点」の違いに基づく区別の導入は，「自己」と「人
格」をめぐる概念的な混乱を整理するのに役立つだろう。
Allport （1937 /1982）は，有名な「人格とは，個人の内部で，
環境への彼特有な適応を決定するような，精神物理学的
体系の力動的機構である」という定義のより簡明な定義
として，「真にその人であるもの」（p.40）をあげている。
この三人称的な「その人」を一人称に置き換えれば，「真
に私自身であるもの」ということになろう。これはまさ
に「自己」のことに他ならない。
かくして，本稿の目標がようやく定まった。「自己」
の発達途上に第二の誕生というにふさわしい不連続点を
見出すこと。そのためにまず次節では，代表的な自己
発達論として，Neisserの自己知識論と，Damonと Hart

による自己理解の発達論を取り上げて検討しよう。3節
では，Neisserの 5つの自己のうち未解明にとどまって
いる私秘的自己への手掛かりでもあり第二の誕生への手
掛かりともなる，自我体験についての研究を紹介し，4

節では，第二の誕生の秘められた核は自我体験であり，
その奥には私秘的自己をめぐる矛盾の意識があるという
仮説を提示する。5節では，私秘的自己の起源および，
自己理解と他者理解の関係に触れた後，第二の誕生の
テーマを再び見出すための方法論にも触れたい。

2．自己の発達理論

2―1．Neisserの自己知識論
認知心理学の指導者であった Neisser （1988） が，「5

つの自己論」を発表して 20年以上たつが，その意義は
いまだ汲みつくされていないように思われる。認知的ア
プローチによる自己論として最も洗練された形を示し，
かつ，J.J. Gibsonの生態的自己のアイデアをも巧みに組
み込み，その後の発達的研究に対して指針を提供してい
るだけではない。以下に見てゆくように，「私秘的自己」
という，未だに解かれていない謎をも残したのだった。

Neisser （1988）によれば，自己という謎を明らかにす
る接近法の一つは，自己についての知識が究極的に依拠
している情報を分析することである。その結果，自己を
特定する 5種類の情報が発見され，それに応じて 5種類
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の自己が見出されたという。
生態的自己（ecological self）は，物理的環境に関係し
て知覚される自己である（すなわち，「“私”は，ここに，
この場所に存在してこの特定の活動に携わっている人間
である」）。対人的自己（interpersonal self）は，生態的
自己と同じくらい早く出現し，情動的関係とコミュニ
ケーションの中の，ヒトという種に固有な信号によって
特定される（「“私”は，ここで，特定の人間的関わり合
いの中にある人間である」）。時間的拡張自己（extended 

self）は，主として我々の個人的記憶と予期に基づいて
いる（「私はある特定の経験を持ち，ある特定の周知
の日常活動に携わっている人間である」）。私秘的自己
（private self）は，子どもが最初に自分の経験の中には
他者と共有できないものがあると気づいたときに現れる
（「私は，原理的に，この独自かつ特有の痛みを経験する
唯一の人間である」） （Neisser, 1988, p.36）。
以上，4種類の自己に，通常，自己概念（self-concept）

と呼ばれている概念的自己（conceptual self）を加えて，
5種類の自己のカタログができあがる。
この 5つの自己説は，明に暗に，その後の自己発達研
究にも影響を与えているが，奇妙なことに私秘的自己の
説だけは無視される傾向がある。たとえば，Thompson 

（2006） によれば，自己は，Jamesの主我の土台をなすと
ころの実存的な自己気づき（existential self-awareness）
から始まって，2年目後半には間主観的自己，2年目–3

年目初期には概念的自己という順に発達的に出現し，自
伝的記憶の発展にともない 4歳までに時間的自己が形成
されるという（pp.77-81）。それぞれ，Neisserの生態学
的自己，対人的自己，概念的自己，時間的拡張自己に相
当するだろう。しかしながら，私秘的自己に関しては示
唆にとどまり（p.84），具体的な言及がない。また，乳
幼児研究で知られる Rochat （2003）が豊富な実証研究を
背景として略述している人生早期に発達する自己気づき
の 5水準によると，①出生後の自己と世界の分離，は別
として，② 2カ月以後の，自己の身体の環境中の位置付
けを認識する「位置づけられた自己（situated self）」の
出現，③ 2年目後半の 「客我」（Me）の誕生，④ 3年目
に始まる，「時間を越えて延長する客我」の誕生，と進み，
第 5水準として「メタ認知的自己気づき」があがってい
る。しかしこの第 5水準の気づきは，「他者が自分につ
いて何を知覚し判断するかの想像」といった，自己意識
の対人的側面，自意識尺度（菅原，1984）でいうところ
の，「私的自意識」ならぬ「公的自意識」の方に焦点を
当てて定義されていて，Neisserの私秘的自己に対応す
るものではない（ただし，成人の自己気づきといえども，
これら初期に展開した気づきの 5水準のダイナミックな
変動から成るとしているのは，参考になる）。
そこで，Neisser （1988） の論文をもう一度読み返

してみる。すると，やはり奇妙なことに気づく。他
の 4つの自己は，生態的自己が Gibson，対人的自己が
Trevarthen，時間的拡張自己が Tulvingというように，
それぞれその分野の代表的な業績を中心として同時代の
文献を豊富に挙げて実証的に論じられているのに対し，
私秘的自己にはそれに対応するような実証的な文献の裏
付けが見当たらない。わずかに，4歳の子どもでも「秘密」
という概念を理解する，といった研究例が 2つほど挙げ
られているだけであり，その代わり挙げられているのが，
Jungであったり，はては 18世紀の人文学者 Giambatista 

Vicoの文章であったりで，他の 4つの自己の場合とは
大きな対照をなしている。Neisserはまた，西洋の哲学
においては私秘的自己のみが探究に値すると見なされて
いたこと。また，私秘的自己を重視するか否かは人によっ
て大きな違いがあり，Jungのいうところの外向性者よ
りも内向性者にとって意味があること，といった興味深
い見解を述べている。
ともあれ，Neisserの自己論から私秘的自己について

汲み取られるところのものは，次の 3点である。
①私秘的自己が依拠する情報は，経験についての経験
といった，自己再帰的な情報であること。②その出現は
4–5歳以降と，他の 4つの自己に比べて最も遅れること。
③その実証的研究が，心理学では殆ど始まってさえい
ないこと。Neisser自身の後期の論文（1997）でも，他
の 4つの自己に比べて私秘的自己については示唆にとど
まっている。④私秘的自己を重視するか否かに個人差が
大きい以上，他の 4つの自己と異なり，私秘的自己のあ
り方じたいに大きな個人差が予想されること。この最後
の点は，すでに第二の誕生に関連して述べた，人格発達
の多様性にも関係することである。自我の発達もまた，
けっして普遍的とはいえず，多様なものかも知れないの
である。
ここで，私秘的自己の形成と第二の誕生に，何らかの
関係があるかどうかを問うてみよう。直ちに起こる疑問
は，第二の誕生が思春期とされているのに対し，私秘的
自己の出現が 4–5歳以後では，年齢的に差がありすぎ
るということだろう。これに関しては前述した Rochat 

（2003）の，成人の自己といえども発達早期に出現する
自己意識の 5水準のダイナミックな変動として理解でき
るという示唆が，参考になるだろう。自己と人格の成人
に至るまでの発達を，5つの自己の組合せのダイナミズ
ムとして理解すること。そのための手掛かりとして，次
節では，Damonと Hartによる自己理解の発達論を検討
しよう。
2―2．Damonと Heartによる自己理解の発達モデル
自己についての心理学は，周知のように，W. James

を出発点としている。しかしながら James （1892 /1939） 
が，自己を主体としての自己 （self-as-subject）または主
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我（I）と，客体としての自己（self-as-object）または客
我（Me）に分け，前者を「哲学者のいう純粋自我」で
あるとし，経験的研究の対象を客我に限定したことは，
自己発達研究を，客我中心へ，それも自己概念 （self-

concept） 中心へと，偏らせる遠因となったであろう。こ
れに対して Damon & Hart （1988） による自己理解の発
達モデルは，客我と主我のダイナミックな相互作用に基
づいて自己発達を，さらには人格発達を研究するための
突破口を開くものであったと言えよう。Damonと Hart

が出発点としたのもまた，Jamesであった。彼らの要約
によれば，Jamesは，まず自己を客我（自分自身のもの
と呼べて，客観的に見ることのできる，物質的・社会
的・精神的なものの総計であって，認識されるものとし
ての自己（self-as-known））と，主我（自分の核となる
特徴についての主観的認識。認識者としての自己（self-

as-knower））に分けた上，後者をさらに，次の 4つの構
成成分から考えているという。（1）自律性 （agency）：自
分の人生で起こる事に対する自分の自律性への認識。
（2）個有性 （individuality）または個別性 （Distinctness）：
自分の人生体験の独自性についての認識。（3）連続性 

（continuity）：自分の個人的連続性の認識。（4）自己省察
性 （self-reflection）：自分自身についての認識の認識（す
なわち個人的同一性の最終的意味づけを形作る自己意
識）。また，客我の方も Jamesを踏襲して，身体的自己，
行動的自己，社会的自己，心理的自己の 4側面に分け，
さらに，発達水準としては，（1）児童期早期：分類に基
づく同一視，（2）児童期中期と後期：比較に基づく評価，
（3）青年期前期：対人的意味合い，（4）青年期後期：体系
的な信念と計画，という 4水準を立てて，精巧な発達モ
デルを作りあげている。
彼らの方法は，各側面ごとに代表的な質問をいくつか
選んで色々な年齢の子どもに面接し，得られた答をあら
かじめ作成されたマニュアルに基づいて 4水準のいずれ
かに配してゆくというものである。たとえば，「（2）個別
性」用の質問の一つは「なぜあなたは他の誰でもないあ
なたなのですか？」であるが，答は，第 1水準「この名
前を持つのは私ひとりだから」（分類に基づく同一視），
第 2水準「他の誰も知らないことを私は知っている。み
んな，私より頭がよいか悪いかのどちらかだ」（個別的
特徴についての自己と他者の間の比較），第 3水準「私
はユニークであることが好きです。人と違った服も着る
し，自分自身であることを恐れません…」（心理的身体
的特徴の，他者とは異なる独自の組合せ），第 4水準「他
の誰も，物事を私が見たり感じたりするのと同じように
見たり感じたりしないから」（物事についての独自な主
観的経験と解釈），といった具合である（Damon & Hart, 

1988, pp.72-76）。
Damonと Hartのモデルは，Neisserの自己論とは甚

だ異質であるが，各側面の各水準の記述内容を手掛かり
に両者を関連付けられないこともない。上記の「個別性」
の第 4水準など，「私秘的自己」との関連を見て取るこ
とができる（ここで私秘的自己の自己再帰性からして，
「自己省察性」により多くの関連が見出されるのではな
いかと期待されるのであるが，主我の 4側面の中で自
己省察性のみは，「自己省察性についての子どもの理解
を研究するという方法論的困難」（Damon & Hart, 1988, 

p.138）ゆえ，発達モデルから省略されてしまっている）。
ここでも，第 4水準がこのモデルでは青年期後期に配さ
れるのに対し，私秘的自己は 4，5歳というように，関
連付けるには年齢的隔たりがありすぎるという疑問が生
じる。けれども，これは，方法論の違いによるのではな
いだろうか。たとえば，「自己省察性」（第 4水準）と「自
己再帰的情報」（私秘的自己）の双方に関係が深いと思
われるメタ認知的課題に，内観の発達がある。Flavell, 

Green, & Flavell （2000）の巧みな実験によると，「もの
を考えないように」と教示しておいても考えてしまうと
いう，禅でいう「雑念」への気づきは，5-8歳の間に飛
躍的に増大する。このような実験パラダイムでは，生ま
れたてのほやほやのエピソード記憶が直接つかまえられ
ているといってよい。これに対して，Damonと Hartの
調査法では，捕捉されるのはすでに自己定義へと取り込
まれた意味記憶である。内観がエピソード記憶になって
から，内観能力を自己定義の一部とするまでに長い年月
を要しても，不思議ではないだろう。

Damonと Hartのモデルで興味深いのは，各側面が歩
調を揃えて次の水準に進むのではなく，各側面の水準に
はズレ （Piagetのいうデカラージュ （décalage））がある
というところである。たとえば，同じ主我の中でも，連
続性と個別性の間には年齢による水準の相関があるが，
自律性とこれら 2つの間には相関が認められない。この
ように，デカラージュは常態といってもよいのであるが，
極端になれば，青年期の病理をもたすことがある。たと
えば思春期拒食症では，他の側面に比べて，自律性だけ
が極端に幼い水準にある。また，青年期の行為障害（い
わゆる非行）では，連続性が極端に低い水準である，等
など。このデカラージュのアイデアが興味深いのは，す
でに述べた複線型発達観との関連においてである。1側
面だけが極端に低い例があるのであれば，逆に 1側面だ
けが全体とは不釣り合いに突出する例もあるのではない
か。そして，Aという側面だけが突出する例と Bとい
う側面が突出する例とでは，その後の，各側面の相互の
ダイナミズムによる人格形成の道筋からして，違ってく
ることもありうるのではないだろうか。
2―3．方法の問題
自己発達の中に第二の誕生というにふさわしい節目を

見出すという本稿の探求にとって，これら代表的な自己
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発達論は，どのような示唆を与えるだろうか。このこ
とを検討する前に，いったい，Rousseauの第二の誕生
や Jamesの二度生まれといった概念が，どのような方
法論の元に生まれたか振り返っておいた方がよい。質問
して自己定義を引き出すという組織的調査法によってで
もないし，ましてや認知心理学的な実験によってでもな
い。第二の誕生を過去に経験した本人が，そのエピソー
ドを，意味ある自伝的記憶として回想し，自発的に語る
か自ら書き記すかした，自発的回想事例テクストに基づ
いているのである。日記や文芸作品，手紙など回想テク
ストを資料に用いるというのは，後述の Bühlerらの古
典的青年心理学で好んで用いられた方法であった。第二
の誕生にせよ青年期危機にせよ，方法論的背景の違いを
無視して，現代の洗練された調査法や実験法の研究成果
の中にその対応物を探し求めても，年齢的に早すぎたり
（Neisserの私秘的自己），遅すぎたり（Demonと Hart

の自己発達の第 4段階），あるいは青年期危機説が静穏
説に置きかえられたりするのも，無理からぬことではな
いだろうか。次節では，その Bühlerが，第二の誕生に
関連づけて提起した自我体験というテーマと，その近年
の日本における発展を紹介する。そしてその後に，これ
まで紹介した自己発達論との関係を検討したい。

3．自我体験の研究

3―1．Bühlerと Spiegelberg
まず，Bühlerの著作の中から，「自我体験」が「第二

の誕生」に結び付けられている事例を引用しておく。
【事例　ルディ・デリウス】「私は自我意識がどのよう
に始まったかを語りたい。夏の盛りであった。私はおよ
そ 12才になっていた。私は非常に早くめざめた。……
私は起き上がり，ふり向いて膝をついたまま外の樹々の
葉を見た。この瞬間に私は自我体験（Ich-Erlebnis）を
した。すべてが私から離れ去り，私は突然孤立したよう
に感じた。妙な浮んでいるような感じであった。そして
同時に自分自身に対する不思議な問いが生じた。お前は
ルディ・デリウスか，お前は友達がそう呼んでいるのと
同じ人間か，学校で特定の名で呼ばれ特定の評価を受け
ているその同じ人間なのか。 ̶̶お前はそれと同一人物
か。私の中の第二の私が，この別の私（ここではまった
く客観的に名前としてはたらいている）と対峙した。そ
れは，今まで無意識的にそれと一体をなして生きてきた
私の周囲の世界からの，ほとんど肉体的な分離のごとき
ものであった。私は突然自分を個体として，取り出され
たものとして感じた。私はそのとき，何か永遠に意味
深いことが私の内部に起こったのをぼんやり予感した」
（Bühler, 1926 /1969, p.92。原文を参照して訳文を変更し
たところがある。）

Bühlerはこのように引用をした後，さらに，デリウ

スからの次の引用を付け加える――「自我体験は第二の
誕生のごときものである。精神的な臍の緒が切れる。わ
れわれはもう環境という母胎の血にぼんやりと養われる
のではない。血液の循環は今や自分自身の中だけで行わ
れなければならない。自立して鼓動する心臓が生まれる」
（p.93）。
この例で，Jamesが引用しているドーデの例と同様，

二つの自己の分裂がテーマになっていることに留意し
ておこう。ちなみに引用されている Rudolf von Delius

（1878–1946）は，文学者で教育哲学者。この引用からも，
ワイマール時代の古典的青年心理学においては，第二の
誕生がリアリティをもって語られていたことが伺い知ら
れる。
にもかかわらず，その後，自我体験が欧米諸国で組
織的に研究された形跡は見当たらない。ただし，現象
学的哲学者 Spiegelberg （1964）の「〈私は私だ〉体験」
（“I-am-me”experience）の調査研究は注目してよい。
彼はまず，近代の文芸作品の中からこの体験の代表例 3

例を引用して考察したのち，体験の見本例を提示して同
様の経験があれば自由記述させるという方法によって，
高校生と大学生を対象に，素朴ながら質問紙調査を実施
しているのである。以下に，この調査で得られた事例と，
Spiegelberg自身の要約的な考察を引用する。
【事例　ハイスクール生徒／女子】私は私だというこ
とに気がついたのは，5歳くらいのある日，何もしない
でただ座っている時のことだった。私は，なぜ自分は誰
か他の人ではなかったのかと，自問自答を始めた。この
疑問はその後 1週間ほど続いた。その後も時々浮かんだ
が，最近はあまり浮かばなくなった（Spiegelberg, 1964, 

p.18）。
「多くの子どもたちと思春期の少年少女が，“私は私
だ”という，同語反復的に響く言明で表現される突然
の体験に襲われる。そして，彼らの多くが，“なぜ私は
私なのか（Why am I me?）”という疑問に悩まされる」
（Spiegelberg, 1986, p.57）。 

これらの引用からも窺えるように，「私は私だ体験」
には，Bühlerの「自我体験」とは異なる点がある。第一に，
後者は思春期に生じると想定されているのに対し，前者
は事例にあるように 5歳頃（Neisserの私秘的自己の出
現時期！）から思春期頃までと，年齢幅が広く児童期初
期まで遡られている。第二に，後者は自我の分裂がテー
マであるが，前者では自己同一性の突然の自覚から自己
の根拠への問いへ進むという，やや異なるモチーフのよ
うに見える。ただし，体験者本人が，そのエピソードを
意味ある自伝的記憶として回想し，自発的に書き記す，
もしくは質問紙上に自由記述するという方法論には，共
通点がある。この回想法を洗練して組織的な調査を発展
させ，年齢やテーマの違いという問題にも示唆を与えた
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のが，近年の日本における自我体験研究であった。
3―2．日本における自我体験研究

Bühlerの自我体験が臨床心理学の西村（1978）によっ
て取り上げられて以来，自我体験研究は日本において発
展することになった。方法論の進展をとっても，回想
事例の偶発的収集に限られていた時代に比べると，高
石（1989）によって，多数の質問項目を用意して体験の
有無を答えさせると同時に，最初の体験をできるだけ詳
しく自由記述させるという方法が開発され，渡辺・金沢
（2005）によって「回想誘発的質問紙法」と名付けられ
て質的研究法として位置づけられたことは大きい。また，
天谷（2002）は，中学生に対して半構造化面接を適用し
た研究を発展させている。回想された体験が自我体験と
いうにふさわしいかという判別の問題も，5項目からな
る「判定基準」が作成されたことによって（渡辺・小松，
1999），解決に向かっている。
自我体験の分類　自我体験は幾つかに分類されること

も分かった。たとえば，渡辺・小松（1999）によると，
自己の根拠への問い（「なぜ私は私なのか」「なぜ他の誰
かではないのか」「私は本当に私なのか」），主我と客我
の分離（「第二の自己が第一の自己と対立している」），
自己の独一性の自覚（「私はほんとうに私なのだ！」），
独我論的懐疑（「世界には私の自己以外に自己は存在し
ない」）という 4つの分類が可能だという。これでみる
と，Bühler（1926 /1969）の事例は「自己の根拠への問い」
から「主我と客我の分離」へ展開した例，Spiegelberg

（1964）の例は「自己の独一性の自覚」から「自己の根
拠への問い」に展開した例と，それぞれみなすことがで
きる。なお，渡辺（2009）は，木村（1973）の現象学的
精神医学に学び，独我論的懐疑（独我論的体験と名付け
て独立させているが）を，「類的存在としての自己の自
明性の破れ」，他の 3つを「個別的同一的自己の自明性
の破れ」として現象学的に定義し，両者をさらに「「自
己の自明性の破れ」というコインの両面」として統一的
に定義している。
自我体験の想起率　これまでなされた 10の調査をま

とめた表によると（渡辺，2009），20～35％という想起
率が，大学生と高校生対象の調査から得られている。た
だし，半構造化面接法による中学生への調査では（天谷，
2002），ほぼ 60％という高い率が得られているのは注目
に値する。
自我体験は思春期か児童期か　自我体験が初発したと
想起される年齢について，西村（1978）は古典的青年
心理学に忠実に思春期としているが，その後の組織的調
査のデータをまとめると，自我体験の初発時期は，児童
期中期―前青年期という小学校の時期に初発年齢のピー
クがあるが，小学校以前という報告もある一方，中学高
校という青年期前期から中期にかけての報告も少なくな

い，という具合である。このようなバラツキに関して，「自
我体験に関しては思春期といった特定の発達時期に結び
つけるよりも，最低限何歳ごろから可能になるのかとい
う問題を立てるべきかも知れない」（渡辺，2009）とい
う指摘もある。
自我体験の理論　自我体験とはそもそもいったい何だ
ろうか。渡辺（2009）の所説をまとめれば，「自己が他
の多数の自己の間の一つの自己として存在している客観
的世界が成立したのち，内省的自己意識の発達にともな
い主観的世界が再発見され，客観的世界（に属する自己）
と主観的世界（に属する自己）との間に矛盾が生じるこ
とによって自己の自明性に裂け目が入ること」というこ
とになろう。

4．自己発達論に自我体験を位置づける

このように，日本において組織的に研究が展開しつつ
ある自我体験であるが，2節で検討した自己発達論の中
に位置づけ可能だろうか。まず次の 2つの例を読んでい
ただきたい。
【事例　麻生武】小学校入学前の五，六歳の頃だったよ
うに思う。当時，……アツシちゃんという親友がいて，
来る日も来る日も一緒に遊んでいた。……記憶している
のは，アツシちゃんと別れて帰宅してから，家で入浴す
る際の一場面である。……鏡に映る自分の顔を見ている
と，なんとも言えない不思議な問いが私の頭の中に浮か
び上がってきたのである。「なぜ僕はアツシちゃんでは
ないのだろう？僕は，なぜ僕のことしか感じられないの
だろう？なぜ，僕はアツシちゃんと一緒ではないのだろ
う？なぜ，僕だけがここにいるのだろう？なぜ別々に分
かれてしまうのだろう？なぜ，僕は僕だけなんだろう？
……」
【事例 20歳／女性】4，5歳の頃は自分の痛みなどの
感覚や考えている事などが自分の中でしか（声の様なも
のとして）聞こえて来ないのがとても不思議で，“どう
して私はＴちゃんやＫちゃんでなく私なのだろう”と思
い，どんどんそのように考えていくと，世界中の人は私
も含めてひとりぼっちなのだと思っていました。
前者は，心理学者の麻生（1996, p.42）が，「私が発達

心理学を志す遠いきっかけになっているように思えなく
もない，幼い頃の記憶」と述べて記述している自伝的記
憶である。後者は，渡辺（2009, p.173）が調査事例とし
て挙げている例。両例に共通するものは，「他人と自分
は内面的に別」という気づきであり，隔絶意識である。
しかも，多数の「心をもった人間たち」の中で，なぜか「こ
の人間の心」だけが内的にアクセス可能であることが気
づかれて，その根拠への問いが生じている。
いったい，年齢的にいっても二つの事例は，私秘的自
己に関わる体験の自伝的記憶を，回想法によって捉えた
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ものではないだろうか。「僕のことしか感じられない」
「自分の痛みなどの感覚や考えている事などが自分の中
でしか（声の様なものとして）聞こえて来ない」とは，
Neisserの私秘的自己の定義そのものである。この私秘
的自己への気づきが，「どうして他の人間ではないのか」
という問いに発展するのは，それが，概念的自己を結節
点の一つとしてネットワーク状に構築された客観的世界
との間に，矛盾を来たすからであろう。私秘的自己と概
念的自己の間の矛盾が意識されることにより，「個別的
同一的自己の自明性」が破れたのである。
事態は，「事例ルディ・デリウス」の場合でも同様だ
ろう。「学校で特定の名で呼ばれ特定の評価を受けてい
る」第一の自己とは，他者と比較可能な諸特性を備えた
概念的自己のことであろう。これに対して，「第二の自己」
として私秘的自己が強く意識され，二つの自己の間の矛
盾が，「第二の誕生のごときもの」である自我体験となっ
たのである。こうしてみると，自我体験とは，私秘的自
己と概念的自己との矛盾の意識が，自伝的記憶にとどめ
られ，回想法によってよみがえったものと解釈可能では
ないだろうか。実証的研究の困難ゆえにほとんど発展す
ることのなかった私秘的自己の研究に，自我体験研究は
手掛かりを与えているのではないだろうか。
では，本節の事例のような私秘的自己形成の年齢に当
たる 5歳前後から，ルディ・デリウス事例のような思春
期や，さらには青年期中盤にまでまたがるという自我体
験の初発時期の広がりを，どう解すべきだろうか。ここ
で，Damon & Hart （1988）のデカラージュのアイデアを
想起すべきだろう。自己の発達とは Neisserの 5つの自
己がダイナミックに相互作用しつつ発達することである
と考えてみよう。もしこの発達が調和を保ちつつ進行す
るなら，複数の自己の間の矛盾といったことは意識され
ない。たとえ 4–5歳で私秘的自己が形成されたからと
いって，自我体験に直結するわけではないであろう。け
れども，調和が何らかの意味で破れ，デカラージュが生
じたとき，私秘的自己と概念的自己との矛盾が露呈し，
自我体験として自伝的記憶に留められるのではないだろ
うか。その時期は，事例でみてきたように 5–6歳とい
う私秘的自己の出現直後の年齢かもしれないし，自我体
験初発のピークとされメタ認知能力が大きく発展する 9

歳の頃かもしれない（いわゆる「9歳の壁」「10歳の壁」
（渡辺，2011）との同時性）。さらには思春期の到来がデ
カラージュの引き金を引くかもしれない。そして自我体
験がルディ ･デリウス事例やドーデの例のように思春期
に生じた場合，単なる子どもの頃のエピソードとは異な
り人生行路に影響を及ぼす可能性があるだけに，「第二
の誕生」という意味を与えられることがあるのかもしれ
ない。このように考えれば，思春期危機説と静穏説の対
立に象徴される人格発達の多様性ということにも，異な

る角度から接近できるのではないだろうか。
第二の誕生の秘められた体験核とは自我体験であり，

Neisserの自己論を援用すれば，その背後にはさらに，
概念的自己と私秘的自己の間の矛盾の気づきがある，と
いうのがここまでのとりあえずの結論である。

5．残された問題：私秘的自己の起源，
自己理解と他者理解

残された問題は数多いが，ここでは私秘的自己の起源
の問題，そして自己理解と他者理解の関係について一瞥
する。

Neisser自身が私秘的自己についての考察を発展させ
ていないこともあり，その起源について参考となる知見
は少ない。私秘的自己の元になる情報である自己再帰
的情報を獲得する能力が内観能力であるとして，それ
が 5–9歳の間にほぼ成人並みに発達するという先に引
いたデータ（Flavell et al., 2000）等から，リアルタイム
での実証的接近の困難な私秘的自己がほぼ同時期に形成
されるということを，「傍証」することはできよう。け
れども，自我発達が複数の自己のダイナミックな相互作
用であるならば，私秘的自己といえどもこの相互作用の
中から生成したことを示すことができなくてはならな
い。筆者は，私秘的自己の直接の母体は時間的拡張自己
であると考える。Neisser自身は時間的拡張自己につい
て十分な理論的展開を示していないが，代わりに注目
すべき理論的発展が，Tulvingの手でなされている。彼
は意味記憶とエピソード記憶の区分を提唱したことで
知られているが，近年，メンタルタイムトラベルとい
う新たな概念でエピソード記憶を特徴づけるに至った
（Tulving, 2005）。過去に関する知識としての意味記憶に
対してエピソード記憶を特徴づけるのは，「私が経験し
た」という暗黙の確信をもって記憶がよみがえることで
ある。このような，自分が経験したという暗黙の確信を
伴う意識のあり方は，また，自己思惟的意識（autonoetic 

consciousness）とも呼ばれる。自己思惟的意識は，過去
に，記憶として向かうだけではなく，未来へも向かう。
来たるべき夏休みの海外旅行を思い浮かべる際，私は，
自分が経験するだろう情景を思い描くのである。つまり，
メンタルタイムトラベルは，過去に対しだけでなく未来
に対しても行われる。メンタルタイムトラベルとは，単
にエピソード記憶の言い換えではない。エピソード記憶
を意味記憶から区別するゆえんの経験の特徴（＝自己思
惟的意識）を抽出することによって，その特徴が過去の
想起だけでなく未来への予想にも適用であることを示し
た，ユニークな着想である。
メンタルタイムトラベルは，基本的に 4–5歳頃に可
能となる。また，ヒト以外の動物には存在せず，ヒト間
でも個人差が大きい。これが Tulvingの説である。
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メンタルタイムトラベルが時間的拡張自己の成立に
とって重要であることは，たやすく見てとれるだろう。
筆者はさらに，一歩を進めて，「メンタルタイムトラベ
ラー」が過去や未来だけでなく現在時に降り立つこと
が，私秘的自己形成ということではないかと考える。過
去や未来への知覚は存在しないので，自己の経験として
思い描かれた過去世界や未来世界は一重である。ところ
が現在時の世界はすでに知覚されているため，現在時の
世界を自己の経験として思い描くことは自己再帰的事態
となって世界を二重化させることになる。知覚的現在時
の世界にはすでに自己が存在しているため，世界の二重
化は自己の二重化ともなる。つまり，自己の分裂である。
私秘的自己形成のダイナミクスについてさらに理解を
深めるためには，自己理解と他者理解を統合的に捉える
ことが必要である。Neisser （1997） もいうように，生態
的自己の知覚は環境世界の知覚と対をなし，対人的自己
の知覚は対人知覚と対をなしている。また概念的自己
の形成も， Tomasello （1999 /2006, p.134）も言うように，
共同注意を自己に向けることが契機となる――「子供は，
大人が自分に注意を向けるのをモニターするようになる
と，それによって，自分を外側から見ることになる。そ
れだけでなく大人の役割も同じ外側の観点から把握する
ので，総合的に言えば，子供は自分自身を役者の一人と
して含む全場面を上空から眺めているようなものであ
る」。このようにして形成される概念的自己は，個々の
特性について他者と比較可能という意味で，公共的社会
的なものである。時間的拡張自己でさえ，Neisser （1997）
みずから（認知的転回から物語り論的転回へという時代
の流れを意識したものか），「物語り的自己」（narrative 

self）と名称変更しているように，「去年の誕生日はどう
こうだった」といった周囲の他者との物語りによって構
成されるという意味で，公共的社会的である。そもそも
私秘的自己じたい，すでに他者の内面という理解が成立
していることを前提としている。本節の事例のように「ど
うして私はＴちゃんやＫちゃんでないのか」と疑うに
は，私がＴちゃんやＫちゃんであるという事態がすでに
想像可能になっていなければならない。心の理論説を採
るにせよ，シミュレーション説を採るにせよ，自己の内
面とは別物としての他者の内面の理解が，そこに成立し
ていなければならないのである。私秘的自己の形成年齢
が，誤信念課題の通過が可能になる年齢（たとえば，子
安・木下，1997参照）と並行しているように見えるのは，
偶然ではあるまい。
にもかかわらず，私秘的自己が他の自己と矛盾を来た
すというのは，それが他の自己とは異なり，自己再帰的
情報に基づいているからであろう。すでに述べたように
メンタルタイムトラベラーが現在時に降り立つことは，
すでに成立しつつある客観的世界の懐のただなかに，主

観的世界をあらためて発見することになる。自己もまた，
客観的世界に属する「他の自己たちの間の一つの自己」
と，主観的世界の中心としての唯一の自己とに，分裂す
るのである。この分裂が克服されるためには，他者の私
秘的自己を認識し，他者もまた各自が主観的世界の中心
としての自己であることを理解しなければならない。こ
の理解は思うほどたやすいことではない。なぜなら，他
者の私秘的自己を理解することには，そもそも矛盾がは
らまれているからである。私の自己を認識するという自
己再帰的認識は，必然的に自己を二重化する。それが私
秘的自己の出現と言うことである。ところが他者の自己
を認識することは，他者の自己を二重化しないのである。
かくして自己理解の発達と他者理解の発達の間には，た
えずデカラージュが伴うことになる。デカラージュを克
服しようとする運動そのものが，新たに矛盾を生じるの
である。それゆえ自我体験もまた，生涯発達のスパンで
把握しなければならないのである（渡辺・高石，2004

参照）。
矛盾を忘れるのでなく向き合うことは，病理へ向かう

危うさも秘めているが，宗教的神秘的体験やその他の創
造的体験への道をひらくことにもなるだろう。例として，
Fromm（1941 /1956）や Sartre（1947 /1952）によっても
自我の発見のめざましい例として論じられた，英国の作
家 Richard Hughes（1929 /1977）の小説の挿話をあげて
おこう。8歳の少女エミリーの体験として描写されるこ
の事例は，のち，Spiegelberg （1964）によって Hughes

自身の 5歳の頃の実体験であることが確認されている。
「やがて，エミリーに，かなり重要な事件が起こった
のである。とつじょとして，彼女は自分が誰なのかにめ
ざめたのであった。……何となく蜜蜂と仙女王のことを
考えていると，そのときとつぜん，自分はたしかに自分
だということが，心にひらめいたのであった。……こん
どこそ自分はエミリーだ……というこの驚くべき事実を
確信できた彼女は，真剣にその意味を考えはじめた。第
一に，世界中のどんな人間にでもなれたかも知れない
のに，自分を特にこの人間，エミリーにするようにし
たのは，どういう力なのだろう？……自分が自分をえ
らんだのだろうか，それとも神のしわざなのだろうか」 
（Hughes, 1929 /1977, p.119 f）。
ここまでは，引用してきた他の事例と同じ自我体験で
ある。けれどもこの問いの解としてエミリーに訪れたの
は，「あたし自身が神ではないのか？」という想念であり，
しかも，自分が「もしかして神で――ただの，どこにで
もいる少女ではないということ」は，「どんなことがあっ
ても，この事実は隠しておかなければならない」（p.123）
のであった。これは，「解」としては突拍子もないもの
に聞こえるが，渡辺（印刷中）の現象学的分析によると，
「私は私であるという内的体験によって［エミリーはエ



　416 発 達 心 理 学 研 究 第 22 巻 第 4 号

ミリーであるという客観的世界との間で］世界が二重化
したため，私はエミリーであるという自明性が破れ，な
ぜ私は他の誰かではないのかと言う……問いが生じ，そ
の答えが，エミリーの類例なき特別さに求められた。類
例なき特別さと類的存在を二重に生きる化身教義がここ
に形成され，エミリーは自分が神であることを自覚した。
それによって世界の二重化は解消した。」というように
解明されるのである。もし，この体験の訪れが思春期で
あったならば，それは文字通りの第二の誕生として，特
異な宗教家を生み出したかもしれない。けれども，恐ら
くは幼すぎたために，体験者は後年，小説家としてこの
記憶を造形するにとどまったのだった……。

6．おわりに

人格発達の著しい質的転換点としての第二の誕生の
テーマが見失われてしまったのは，それが，人に語るよ
り日記や回想録に密かに書き留められるにふさわしい，
事例エミリーの言葉を借りるならば「どんなことがあっ
ても隠しておかなければならない」ような，私秘的な体
験を源としていたからだろう。人文社会科学における物
語り論的転回は各種のインタヴュー法や会話分析の隆盛
をもたらしたが，私たちは，本当に自分の人格発展に
とって重要なことは，語られるよりも書き残されるので
はないかと疑った方がよい（現代ならインターネットの
匿名掲示版もデータソースとして有望である）。研究者
自らの自伝的記憶を書き留めたテクストを素材とするよ
うな方法の開発こそ，人格の発達心理学にとって必要で
あって豊かな実りも予想されるのではないだろうか。本
稿が，そのような「一人称の人格発達心理学」の復権に
役立つようなことがあれば幸いである。
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やまだ　ようこ
（京都大学大学院教育学研究科）

「発達心理学」は，かつての「児童心理学」のように特定の対象や領域をさすのではなく，心理現象を
時間的な発生・変化プロセスからとらえる学問になった。しかし成人になるまでを研究対象とし，発達
初期に焦点をおいていた。「生涯発達心理学」では，成人以降の発達へと時間軸を拡張し，人間をとらえ
る「ものの見方」を根本的に変化させた。人間発達はいつの年齢でも起こる可塑的で多次元的であると
いう見方や，社会・文化・歴史的文脈のなかに埋め込まれており，具体的な人間の発達プロセスは，そ
れらとの相互作用を抜きに研究できないという文脈主義的な見方が不可欠になった。しかし，このよう
な「ものの見方」の変化にもかかわらず，生涯発達心理学においても，「何歳で何ができるか」という問
い方は変わらず，横軸に年齢をとり，縦軸に個人の能力レベルをとり，上昇と下降を数量化する図式は
保持されたままであった。ナラティヴ理論から，発達理論のマスター・ナラティヴを批判的に問い返すと，
根底には「個人主義」「線形・進歩主義の人生観」「座標軸と数量的尺度化」「一方向にすすむ不可逆的時間」
などの概念があると考えられる。本論では，「文脈主義」「人生の意味づけを重視する人生観」「質的ナラティ
ヴによる記述」「サイクルする時間概念」にもとづく，「生成的ライフサイクルモデル（GLCM）」を提案し，
新しい発達観の可能性を提示した。
【キー・ワード】　発達理論，ナラティヴ，ライフサイクル，文脈主義，時間

1．発達とは

「発達」と「発達段階」
「発達」は，日本語では本来なじみのないことばで，
明治期には社会的成功や出世を意味する中国の俗語のよ
うに使われていた。「発達」は，現在では development

の訳語として定着しているが，日本語と英語では，微妙
にニュアンスが異なる。日本語では「達成」「到達」を
あらわす「達」の字が入っているために，どこかへ達す
るという意味が強調される傾向があり，発達段階，発達
課題，アイデンティティ達成などの用語の解釈にも影響
していると考えられる。
英語の developは，より広い意味をもつ。語源的には，
包まれて（envelope）いたものを「開く」という意味か
らきている。したがって，潜在的なものを「開発」する，
ゆっくり自然に「成長」する，種が成長して「開花」す
る，図面を「展開」するなどの意味がある。写真の「現
像」やあぶり絵のように，隠されていた原像が外的影
響によって目に見えるかたちで現れてくる現象もさす。
developing countryは，「発展途上国」と訳されるが，「発
展」のほうが，英語のニュアンスに近いかもしれない。「発
生」という訳もありうるが，これは genetic（遺伝子によっ
てつくりだされる発生）の訳として生物的な発生現象を
さす狭義の意味がすでに定着している。

「発達段階」は，developmental stageであるが，この
ステージという用語も英語では広い意味をもつ。「段階」
や階段だけではなく，「舞台」という意味もある。した
がって，発達段階を，ステージに立ってスポットをあび
る時期，次々と回ってくる舞台に立つなどという意味に
も使うことができる。「局面」「相」という意味もあり，
フェーズ（phase）とも近い。フェーズは，phasis（出現）
からきており，存在の様式や様相をさす。
ステージは，単に「時期」をあらわす場合もあり，そ
の意味ではエイジ（age：年齢，時期，時代）とも重なる。
発達段階は，「年齢（age）」とむすびつけられることが
多かったが，一方では年齢とは無関係で段階の順序性だ
けがあるとも考えられた。
また，発達段階は，「発達の連続性と非連続性」と関

連させて論じられてきた。Figure 1は，発達心理学の典
型的な教科書（Cole＆ Cole, 1989）に掲載されている説
明である。連続性の例は「スポンジ」で，年齢を重ねて
も大きさが成長変化するだけである。非連続性の例は
「蝶」で，卵，サナギ，成体へと飛躍し段階が明確に区
切られる。発達現象は連続的にも非連続的にもみること
ができるので，どちらを重視するかは「観点」の置き方
によるだろう。
発達現象をみるには，それをどのような「ものの見方」
でみるのかということ，つまり「発達観」と切り離すこ
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とができないと考えられる。たとえ明示されなくても，
選択する用語ひとつに，注目する事実ひとつに，あるい
は図表のつくりかたひとつに，暗黙のうちに発達観がし
のびこんでいると考えられる。本論では，それらを根底
から問い返し，発達現象をとらえる基礎となる「ものの
見方」に迫ってみたい。
「児童心理学」から「発達心理学」への変革

 「発達心理学」は，かつて「児童心理学」（「乳幼児心
理学」「青年心理学」など）と呼ばれていた時代があった。
後者の名称は今でも使われているが，前者と後者のあい
だには，根本的なものの見方の相違がある。
「児童心理学」というような名称は，研究対象や領域
を分けて名づけられている。「認知心理学」「パーソナリ
ティ心理学」「教育心理学」「社会心理学」など多くのほ
かの心理学も同様である。それに対して「発達心理学」は，
発生・変化プロセスをさす。したがって，認知の発達，パー
ソナリティの発達など，すべての領域にかかわって，発
達的な見方がありえる。
発達心理学は，特定の対象や領域をさすのではなく，
心理現象を時間的な発生・変化プロセスからとらえる学
問だといえる。このような「ものの見方」の隔たりが，「児
童心理学」と「発達心理学」という名称の違いにある。
最近は，「赤ちゃん学」「子ども学」という名称が増え

てきたが，これは逆に対象や領域を限ることによって，
そこに医学や心理学や情報学や保育学など多様な学際的
分野を学横断的に集結する用語である。発達心理学が「歴
史学」にあたるならば，子ども学は「20世紀学」など
という呼び名に近い。

さて，「児童心理学」から「発達心理学」への変革に，
ピアジェの発達理論が果たした役割はきわめて大きい。
彼は，生物学の研究で博士号を取得した後，ビネーの知
能検査をしていて，知能や知識を大人の見方から見た「正
か誤か」で判定する方法と，もっぱら能力の個人差を見
ようとするアプローチに疑問を持った。ピアジェは，子
どもの誤りにも意味があり，そこには彼らの「ものの見
方」世界観があることに気づいたのである。大人とは異
なる子どもの認識のしかたに関心をもったピアジェは，
乳児の観察に基づいた三部作（Piaget, 1936 /1978, 1937, 

1945）によって理論的基礎をつくった。
そこでは，次の 3つの特徴によって，「発達心理学」
の基本ができたと考えられる。第一には，知能や認識と
は何かというテーマを，その発生・形成プロセスから探
究しようとしたことである。彼は，知能の構造や機能に
迫るのに，「発生的認識論」のアプローチをとった。第
二には，年齢の関数として考えられてきた発達現象を，
質的な構造変化，つまり発達段階によって特徴づけよう
としたことである。第三には，個人差ではなく，人間一
般にあてはまる「普遍性」「法則性」を追求しようとし
たことである。
このようなピアジェの見方には，ダーウィンの進化論
の影響がある。進化論は，科学の伝統的なものの見方と
方法論を変革した。従来は，具体的対象が複雑なときに
は，そのモノを領域に分け，細分化し，分割して知る方
法をとってきた。「分類」や「分析」など，対象を「分
ける（divide）」基本操作をするのである。そして，これ
以上分けられないもの（individual）を，普遍的な「本質」

Figure 1　「発達心理学」の典型的モデル（連続性と非連続性）（Cole, & Cole, 1989, p.9より）

 Flower: Developmental discontinuity Sponge: Developmental continuity
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としてきた（「原子」も「個人」も，「これ以上分けられ
ないもの」という意味である）。ダーウィンは，生物を
見る見方を「分類学」から「進化論」へ変えたといえよ
う。なお「進化する」と訳される evolveは，「解き開く」
という意味のラテン語から来ており，「発展する」「徐々
に現れる」「生成する」など，もともと developと近縁
の意味をもつ。
ピアジェも，知能を各領域に分類したり，個人の能力
を検査で「分ける」作業ではなく，その「発生プロセス」
に関心をもった。ピアジェは，知能や知識を完成形や静
態形から「分けて知る」のではなく，それができあがっ
ていく動的プロセスから知活動（knowing）を「発生的
に知る」見方へと変革したのである。
発達心理学は，心理現象を発生・変化プロセスによっ
てとらえる学問となった。しかし，この「発生・変化」
プロセスには，完成形や成体を設定し，「成人になるまで」
の途上という意味が暗黙のうちに含まれていた。進化の
系統樹も人間を頂点として「人間になるまで」が描かれ
る。先進国（発達した国：developed country）であるア
メリカや英国がいかに新しい「発展」をしつづけようと
も，「発展途上国（developing country）」とは呼ばれな
い。このように，発達（development）の用語や見方には，
大きな限界がある。

2．「生涯発達心理学」への変革

生涯発達心理学の観点
その後「発達心理学」は，1980年代ころから「生涯
発達心理学」へと変貌をとげた。「生涯発達心理学」は，
生まれてから成人になるまでを扱っていた発達心理学
を，成人期や老年期から死まで，つまり人の一生を扱う
心理学へと時間軸を拡張した。
このように時間軸を人生全体にまで広げたことによっ
て，ものの見方に劇的な変革が起こった。成人になって
からの変化を扱うと，人の一生には驚くほどの可塑性や
個人差や多様性があることがみえてきたからである。
大きな流れでみれば，20世紀の心理学は，「乳幼児期

の早期発達」への関心が顕著になった時代だといえよ
う。「乳幼児期の外傷体験」を重視する精神分析（Freud, 

1916 /1971），西欧世界における「子ども期」の発見（Ariès, 

1960 /1980），生物学における「初期経験」「インプリン
ティング」「臨界期」などの発見（Lorenz, 1965 /1989），
実験的研究による「乳児の有能さ」の発見（Stone, 

Smith, & Murphy, 1973）など，乳幼児期に関心を集中し，
早期形成論を促す新たな知見が続々と見出された。一般
社会にも「3歳では遅すぎる」というスローガンで早期
発達，早期教育の重要性が広く浸透した。
それまで日本で伝統的に流布していた「大器晩成」「熟
成」「長老」などの発達観は，片隅においやられてしまっ

た。生涯発達心理学の知見では，人生はどの時期も重要
で，どの時期にも大きな変化可能性があることがわかっ
てきたので，これらの用語を新たな価値で見直す必要が
あるだろう。

Table 1は，バルテス（Baltes, 1987 /1993）による生涯
発達心理学を特徴づける理論的観点である。①「生涯発
達」②「多方向性」③「獲得と喪失としての発達」④「可
塑性」⑤「発達が歴史に埋め込まれていること」⑥「パ
ラダイムとしての文脈主義」⑦「学際的研究としての発
達研究」の 7点にまとめられている。
「生涯発達心理学」によって，必然的に「発達」とは
何かという「ものの見方」が問われ，発達観や研究方法
も劇的に変化した。上記の 7点は相互に連関しているが，
もっとも特記すべきものは，バルテスがいうように，人
間の発達は社会・文化・歴史的文脈のなかに埋め込まれ
ており，具体的な人間の発達プロセスは，それらとの相
互作用を抜きに研究できないという知見である。
たとえば成人後期から老年期にいたるエイジング

（aging）の過程では，身体能力だけではなく知的能力も
衰退すると考えられてきた。しかし，最近の生涯発達研
究では，加齢によって記憶や知能が必ずしも低下しない
ことを明らかにしてきた（Baltes & Baltes, 1990; Schaie, 

1996など）。
その第一の理由は，知能とは何かが問われ，知能テス
トが多様化し，多次元的な知能が調べられるようになっ
たからである。たとえば，日時や場所を覚えるエピソー
ド記憶は加齢に伴って低下するが，ものごとをまとめる
意味記憶や，ものごとのやり方などの手続き記憶は低下
しない。経験を物語として意味づける記憶は，年齢を重
ねることによって理解力や統合力が増すので，むしろ良
くなることもある。知能の急激な低下は 80代以降であ
るともいわれる。
第二の理由として，従来は短期の時間軸で横断的研究
がなされてきたので，コホート（ある社会で特定の時代
に生まれ育った群）に特有の条件が考慮されてこなかっ
た（小嶋，2002a）。たとえば，現代の 30歳と 80歳を横
断的に比較すると，単に年齢差や加齢効果だけではなく，
その人々が生まれ育った時代背景の違いが組み込まれて
しまう。たとえば，2010年に 80歳の人々は 1930年生
まれで若いときに第 2次世界大戦を経験し進学率も低
かった。2010年に 30歳の人々は高度成長で豊かになっ
た後の 1980年生まれで，社会・文化・歴史的文脈が大
きく異なっている。
アメリカのシアトル縦断研究（Schaie, 1996; Schaie, 

Willis, & Caskie, 2004など）では，40年以上にわたって
成人の知能検査を行った。Figure 2は，その一部を横断
データと縦断データで比較したものである。横断データ
では，60代から急激に知能が衰える「段階」が明らか
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にあるようにみえるが，これにはコホート効果が含まれ
ている可能性が高い。縦断データでは，単語の同義語を
早くみつけるという加齢効果を受けやすい速度問題でさ
え，70代までは高い能力を保っていることがわかる。
このように発達研究に生涯発達の視点が入ると，単に
時間軸を「生涯」にまで長く延長するだけではすまなかっ
た。人間は生物的な存在だけではなく，その発達が社会・
文化・歴史的文脈のなかに埋め込まれていること，それ
らの文脈との相互作用プロセスが重要な意味をもつこと
が明らかになったのである。
この変化は，「パラダイムとしての文脈主義」といわ
れるように，ほかの諸科学とも連動した「ものの見方」
の転換である。たとえば死んだ生物を分類標本として集
める研究から，生きた生物の行動観察や進化プロセスを
知る研究へ，そして生物の生き方をほかの動植物や環境
や生態系との関連を問う研究へ，という方向に向かう研
究パラダイムの大きな変化と軌をひとつにしている。
ホワイトヘッド（Whitehead, 1925 /1981）がいうよう

Table　1　生涯発達心理学を特徴づける理論的観点（Baltes， 1987 /1993; やまだ，1995より）

概　　念 各観点の内容

生涯発達
個体の発達は生涯にわたる過程である。どの年齢も発達の性質を規定する上で特別
の地位をもたない。発達の全過程を通じて，また生涯のあらゆる段階において，連
続的（蓄積的）な過程と不連続（革新的）な過程の両方が機能している。

多方向性

個体の発達を構成する変化の多方向性は，同一の領域内においてすら見いだされる。
変化の方向は行動のカテゴリーによってさまざまである。さらに同じ発達的変化の
期間において，ある行動システムでは機能のレベルが向上する一方で，別の行動シ
ステムでは低下する。

獲得と喪失としての発達
発達の過程は，量的増大としての成長といった，高い有効性の実現へと単純に向か
う過程ではない。むしろ発達は，全生涯を通じて常に獲得（成長）と喪失（衰退）
とが結びついておこる過程である。

可塑性

個人内での大きな可塑性（可変性）が心理学的発達において見いだされてぃる。し
たがって個人の生活条件と経験とによつて，その個人の発達の道筋はさまざまな形
態をとり得る。発達研究の重要ポイントは，可塑性の範囲とそれを制約するものを
追究することである。

発達が歴史に埋め込まれていること
個体の発達は，歴史的文化的な条件によってきわめて多様であり得る。いかにして個
体の（年齢に関係した）発達が進むかということは，その歴史上の期間に存在してい
る社会文化的条件と，その条件がその後いかに推移するかによって著しく影響される。

パラダイムとしての文脈主義

個々の発達のどの特定の道筋も，発達的要因の 3つのシステムの間の相互作用（弁
証法）の結果として理解することができる。3つの要因とは，年齢にともなうもの，
歴史にともなうもの，そしてそのような規準のないものである。これらのシステム
の働きは，文脈主義に結びついたメタ理論的な原理によって特徴づけられる。

学際的研究としての発達研究

心理学的発達は，人間の発達に関係する他の学問領域（たとえば人類学，生物学，社
会学）によってもたらされる学際的文脈の中で理解される必要がある。生涯発達的な
見方を学際的態度に対して開いておく理由は，「純粋主義的」な心理学的観点だけでは，
受胎から死に至る行動発達のごく一部分しか描き出すことができないからである。

に，ものが文脈から独立して存在しうるという考え方と，
その独立したものが自由に移動しうる空っぽの空間と時
間という概念は，かつて自然科学の基本概念のひとつで
あった。文脈主義は，それらに対する根本的なものの見
方の変化を迫るものである（やまだ，1995，2006）。生
涯発達研究は，多かれ少なかれ文脈主義によって，社会・
文化・歴史的文脈と深い関連をもつ現実の心理現象を見
ていかざるをえない。海の魚介類を豊かにするには，山
の森林や地球規模の天候や海流変化を知らねばならない
というように，文脈主義は相互連関に関心をもつ。進化
の研究が，大きな進化軸上にのる多数の代表的生物だけ
ではなく，ローカルな地で生きる希少な生物にも目を向
けるようになったように，特定の大陸に生きる生物の数
量や平均値だけでものがとらえられるわけではない。む
しろ，ガラパゴスのような小さい島を代表事例として，
そこの動植物の生態系を全体システムとして相互連関で
とらえるような質的アプローチが必要になる。このよう
なアプローチは，発達が一方向的にすすむと考える従
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来の考え方に対して，発達現象が多方向性と多次元性
をもつことをさらに明確にするだろう（Yamada & Kato 

2006b）。また，社会や文化のあり様によって，発達現象
がいかに多様性をもち，地域差も個人差も大きいかとい
う発見につながり，人間の生き方の可能性や可塑性をさ
らに大きくひらくために役立つだろう。

3．ナラティヴ・アプローチからみた
「生涯発達観」

生涯発達観とナラティヴ論
本論では，「生涯発達心理学」の見方をさらにすすめて，

今までみてきた「発達観」や「生涯発達観」を，ナラティ
ヴ論の立場から問い返してみたい。
ナラティヴ・アプローチ（Bruner, 1990 /1999; Josselson 

& Lieblich, 1993; Sugiman, Gergen, Wagner, & Yamada, 

2007; やまだ，2000，2006）は，21世紀から学問横断的
に発展し，従来のものの見方を根本的に変革しつつある。
ここでは次の 2つの観点から議論する。

1）発達観や生涯発達観を，ある種のマスター・ナラ
ティヴ（支配的な物語）としてみる。このような見方に
よって，一つだけの支配的でドミナントなものの見方へ
のとらわれをなくして相対化できる。また，権力や権威
や多数者の支配から脱して，もう一つの物語，少数者の
物語を提示することによって，ものの見方を多様化し，

新しい見方を提示することが可能になる。
2）発達観や生涯発達観を，ある種の文化・歴史的ナ
ラティヴとしてみる。このような見方によって，そこに
暗黙のうちに前提とされていた西欧近代的なものの見方
や価値観を明らかにできる。そこで生涯発達のモデルを
多様化することをめざし，日本文化に根ざした新たなモ
デルをもう一つの見方として提示してみたい。
「何歳で何ができるか」「上昇か下降か」という問い方
学問においては，問いに正しい答えを求めること以上
に，どのような問いを発するかが重要である。ものの見
方によって問い方が決まり，問い方によって答え方が決
まってくるからである。
そこで，Figure 1の「発達」モデルを改めて見直して，
問いを立ててみよう。「発達」をあらわす図を描くとき
には，なぜ横軸に年齢をおき，縦軸に能力やパフォーマ
ンスの水準をおくのだろうか？　しかも，なぜ，能力や
パフォーマンスが年齢にともなって上昇することが仮定
されるのだろうか？
このようなデカルト的座標軸による発達図式の描き方
は，Figure 2の「生涯発達」モデルになっても，基本的
には同じである。Figure 1 では，発達のピークを成体に
おき，それ以降の発達が描かれていなかった。それに対
して，Figure 2では成人期の長いピークが老年期まで延
長され，衰退プロセスも含まれている。しかし，基本的

Figure 2　成人期以降の知的能力の加齢変化：横断データと縦断データの相違
（Schaie, 1996; 小嶋，2002bより）
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な図式の描き方は，同じである。
これらの図からわかる第一点は，発達心理学が「何歳
で何ができるか」という問い，つまり年齢と連動した能
力の水準を問うてきたということである。そして研究方
向は，従来の知見よりも「より早い年齢からできる」あ
るいは「より遅い年齢までできる」ことの証明をめざし
てきた。このような問い方は，生涯発達心理学の視点が
導入されても，基本的に変わっていないことがわかる。
第二点は，発達心理学も生涯発達心理学も「上昇する」
ことが良いことだという価値観を暗黙のうちに潜ませて
きたことである。発達を，能力やパフォーマンス水準の
「上昇」と「下降」によって表す図式は，発達を量的に
測定するという方法，つまり数量化によって発達をとら
える方法論と連動してきた。この方法は，多方向的な発
達や多次元的な発達や文脈主義をうたう「生涯発達心理
学」の研究においても，そのまま保持されてきた。
発達における喪失の意義と，喪失の語り
バルテスがまとめた Table 1の「生涯発達心理学を特
徴づける理論的観点」には，「獲得と喪失としての発達」
という項目があり，パフォーマンスの上昇，つまり獲得
プロセスだけに目を向けてきた発達心理学に対して，警
告を発している。彼は「喪失」という観点は老年期だけ
の問題ではなく，生涯にわたる全プロセスにおいて重要
だと述べている。しかし，バルテスにおいても，獲得と
喪失は，同様の図式のなかの上昇と下降で表され，獲得
のほうに高い価値が与えられるという価値観の基本は変
わらなかった。

Figure 2に表された図には，老年になっても「若さの
維持」が重要であり，「若いときと同じ能力水準」を保
つことが可能であるという価値観が内包されている。エ
イジング研究は，「アンチ・エイジング」に価値を置き，
老年になっても成功を追い求める「サクセスフル・エイ
ジング」を目標にしてきた（Baltes & Baltes, 1990）。発
達心理学から生涯発達心理学になっても，「上昇」「獲得」
「能力」「成功」を求める価値観は，そのまま引き継がれ
てしまったと考えられる。
やまだ（1995，2007）は，「発達における喪失の意義」

という観点を導入し，「喪失」や「下降」のもつ価値や
意味そのものを見直し転換する新しいモデルを提出して
きた。
ひとつのモデルは，「両行モデル」と名づけられたも
のである（やまだ，1995; Yamada & Kato, 2006b）。「両行」
とは荘子のことばで「二つながら行われていくこと，矛
盾の同時存在」をさす。このモデルでは，「喪失」を必
ずしもネガティヴなものとみないで，見方によってはポ
ジティヴにもなり，見方しだいでポジとネガが逆転した
り，二つの価値が共存しうると考える。「獲得」も「喪失」
も，一方がポジティヴ，一方がネガティヴと位置づける

のではなく，異なる観点からみた二つの矛盾する価値が
共にあるという見方をするのである。このとき重要にな
るのは「獲得－喪失」「上昇－下降」「ポジ－ネガ」「成
功－失敗」という一次元尺度を仮定した上で量的に増減
をみる見方ではない。ものさしは複数あり，あるものさ
しからみれば「プラス」だが，あるものさしでみれば「マ
イナス」という多次元的な見方である。さらに「ものさ
し」にできないもの，つまり尺度ではかった数の増減で
は計量できない「意味」や「価値」の質的変化をみるこ
とが重要という見方である。
ナラティヴ論では，数量化よりも質の変化に関心をも
ち，特に経験を「意味づける行為（acts of meaning）」を
扱うことに特徴がある（Bruner, 1990 /1999）。たとえば
重要な人を亡くした「喪失の語り」研究では，「なくなっ
た」というネガティヴな情況を乗り越えていくときの語
り方に特徴があり，仮定法が重要な役割を果たすことが
わかった（やまだ，2007）。また「中途障害者」の語り
では，障害者になったことはもちろんマイナスであるが，
それだけではなく，その経験によって得たプラスもある
という語りがなされた（田垣，2007）。
マクアダムス（McAdams, 1993; McAdams & de St. Aubin, 

1998）は，ライフストーリーの研究において，回復の語
り，乗り越える語り，打ち勝つ語り，補償の語りなど，
多様な語り方 を分析してきた。最近，ネガティヴな位
置からポジティヴな位置へ向かおうとする語りを総称し
て「取り返す語り（redemptive narrative）」と呼び，そ
れが個人の語りだけではなく，アメリカ人の文化物語や
アメリカン・ドリームを構成していることを明らかにし
ている（McAdams, 2006）。
ナラティヴ論では，人が経験を語るときに，どのよう
な語り方をするのか，そこでどのような意味転換をする
かに関心をもつ。人間は誰でも，長く生きるほどに，病
いや事故や災害や喪失など，不幸な出来事，辛い経験，
予測できないマイナスの出来事に出会うことを避けられ
ない。重要なことは，それらマイナスの出来事と出会っ
たときに，どのようにプラスの価値へとものの見方を変
換するか，どのようにして生成的に生きる力へと変化さ
せていくか，その具体的なプロセスと変換方法を知るこ
とである。
プラスかマイナスかの一次元尺度にのせるのではな

く，また光か闇かの二元分割ではない。プラスのなかに
マイナスがあり，マイナスのなかにプラスがある。光の
なかに闇があり，闇のなかにも光がある。このような見
方は，日常生活では珍しいものではない。私たちは，文
化的ナラティヴとして，不幸に対処して現状を変化させ
る語り方を知恵として蓄えているのである。
文化的ナラティヴは，人が苦境のなかで生き抜くとき
の知恵として実生活で活用される。たとえば，アメリカ
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同時多発テロ 9.11のあとは，“I love America”の大合唱
が起こり，東日本大震災 3.11のあとは「がんばろう日本」
の大合唱が起こった。これらは突然起こった理不尽で国
全体を揺るがすネガティヴな出来事を集団で乗り越えよ
うとするときの文化的ナラティヴである。
二つの文化的ナラティヴを比較すると，共通性が見出
されると共に相違点もある。アメリカでは，個人として
の自己が主語で，「愛する」という主体的行為がアメリ
カという国に向けられている。日本では，主語はなく「が
んばろう」という集団による意志表示が日本という国に
向けられている。
「がんばる」は，パワフルに懸命に努力するという意
味もあるが，積極的にアクションを起こす行為というよ
りも，英語にすれば “hold on”, “keep”などにあたり，「抵
抗する」「忍耐する」「持続する」というニュアンスが強
い興味深い日本語である。震災が報道されたときに世界
が驚いたのも，想像を超える負の出来事に遭遇して，忍
耐強くがんばる日本人だったと考えられる。 

ナラティヴ論では，これらマスター・ナラティヴ（支
配的な語り）に注目するほかに，多様な語り方を見出す
ことも奨励され，多様性（diversity）と場所性（locality）
を重視する。アメリカ映画「風と共に去りぬ」のヒロイ
ンはすべてを失ったあと，“After all, tomorrow is another 

day.（結局，明日は別の日なのだから）”とつぶやく。今
回の東日本大震災のときにも，ツイッターで「明けない
夜はない」と繰り返しつぶやく詩人の声が反響を呼んだ。
このように似た情況で発せられる「負を転換する語り方」
を比べることも興味深いテーマになるだろう。このよう
な語りは，文化的に蓄えられており，人が苦境に出会っ
たときに，自分自身を励まして人生を転換し生きていく
力になる。
「個人」の発達や生涯に焦点をあてる問い方
さて，ここで改めて Figure 1を見直して，「発達心理学」
がもうひとつ暗黙の前提としてきたものは何かという問
いを考えてみよう。なぜ，スポンジや蝶は，それだけ「個
体」としてとりあげられているのだろうか。この図式で
スポンジと蝶がなぜ例にあげられたかは不明だが，両方
とも，海や地面や光や植物などそれらが生きる生態系や
ほかの生物との関係が無視されて，「個」として，それ
だけが独立して描かれていることに気づかされる。
「個」の発達や生涯に焦点をあてる問い方は，「生涯発
達心理学」においても同様である。なお「生涯」の原語
は life-spanであるが，スパンは，「手をいっぱいに広げ
たときの親指から小指までの長さ」をさし，「全長（も
のが及ぶいっぱいの長さ）」，「特定の長さの期間」，「人
の一生」などの短い期間を意味する。「生涯教育」の場
合の原語は「lifelong（生涯にわたる）」である。ライフ
スパンのように人の一生を短いスパンとみるか，ライフ

ロングのように長くわたるとみるか観点は違うが，生涯
発達も生涯教育も，子どもや青年期を対象としていた学
問から，成人期や老人期までを含む時間の拡張をめざし
ている。その時間の拡張が，「個人の生涯」つまり個人
が生まれてから死ぬまでという時間単位にとどまってい
ることも共通している。個人という単位しか視野に入れ
ていないのである。
西欧文化において，人間をとらえる基本単位は，個人
や自己であり，それはこれ以上分割できないものであり，
文脈から独立して立つことができるものと仮定されてき
た。個人や自己は，物質におけるアトム（原子）と同様
に，どのような空間におかれ，どのように時間が経って
も，同一のアイデンティティを一貫して持つと仮定され
てきたのである（やまだ，2006）。エリクソンのアイデ
ンティティ概念が，20世紀半ばに重視されたのも，個
人や自己の独立という基本単位，同一性と一貫性という
暗黙の仮定とよく合致するからである。
生涯発達心理学の理論的観点は，革新的であったにも
かかわらず，個人中心，文脈からの独立，同一性と一貫
性の重視という基本的なものの見方は，大きく変わって
いないと考えられる。
「世代間」の関係性を含む，生成的ライフサイクルモデル
やまだ（Yamada, 2002, 2004）は，発達をとらえる既
存のモデルが依拠する理論的枠組みを批判的に問い返
し，新しいモデルを提案してきた。そのひとつは，従来
の個人中心の生涯発達モデルを批判し，世代間の関係
性を含むモデルとして提案した，Figure 3のような「生
成的ライフサイクルモデル（generative life cycle model： 

GLCM）」である。
Figure 3は，「りんごのライフサイクル図」と名づ
けているもので，「人生のイメージ地図（Image Map of 

Life）研究」で描かれた，日本人の描画をもとにモデル
化した一枚である。この研究は，多文化の多様なヴィジュ
アル・ナラティヴを，集合的なフォーク・イメージとし
てとらえ，そこから新たに多様な生涯発達モデルを提案
する目的ですすめている研究の一環として行われてきた
（やまだ， 2010a, 2010b; Yamada, 2011など。）

Figure 3では，生涯発達はりんごの一生に喩えられて
いるが，「個人（自己）が生まれてから死ぬまで」ではなく，
私という個人が生まれる前に「生態系という文脈（りん
ごの木）」があり，その文脈のなかに「両親の実」があ
ることが示されている。まず生態系があり，そこに両親
という世代間連関があり，そのなかに「私の実」が生ま
れるのである。
「私の実」が生まれたあと，現在は「つみとられなく
て残っている」と記されている。そして地面に落ちて死
んだあとも，個人の死で人生が終わっていないところが
注目される。死後「地面のえいよう分になる」ことに



425　「発達」と「発達段階」を問う

Figure 3　生成的ライフサイクルモデル
（Generative Life Cycle Model; GLCM）
（Yamada, 2002） 

よって，ゆるい連関ながら，次の生態系へといのちがつ
ながり循環していくのである。
私（個人）の人生だけをみると「上昇」どころか，「下

降（地面に落ちる）」を示している。しかし，「地面の栄
養になる」という物語と意味づけが付与されることに
よって，「下降」の意味の価値転換が行われていること
に注目されたい。
生成的ライフサイクルモデルは，海外で注目されてい
るが，2011年にシカゴでマクアダムスたちと開催した
「ライフストーリー国際コロキアム」で，現在の絵が「つ
みとられなくて残っている」とはどういう意味かと質問
され，この絵が人間の視点ではなく，徹底してりんごの
視点で描かれていることに気づいた。りんごを果実とし
て利用する人間の立場からみれば「美味しくて立派な果
実をつみとる」ことに価値があるが，自然の生態系のな
かで生きるりんごの立場からみれば，「つみとられない
で残り，地面に落ちて種や栄養を残す」ほうが次世代の
りんごの木のために価値が高いのである。
このモデルでは，いくつかの時期（phase）に分けて

描かれている。ナラティヴ論においても，物語はいくつ
かの章（chapter）や時期に分けられる。しかし，上昇
に向かってステップを上がる「段階」ではないし，そこ
を通らないと次のステップに行けない発達課題や達成概
念とはほど遠いものである。
発達観と時間概念を問う
「生成的ライフサイクルモデル」は，さらにもうひと
つの「ものの見方」，西欧近代の時間概念と発達観のあ
いだにある暗黙の関係性を問い直している（Yamada & 

Kato, 2006a; やまだ，2010a）。
エリクソン（Erikson, 1950 /1980; Erikson, 1982 /1989）
やレヴィンソン（Levinson, 1978 /1980）など生涯発達を
視野にいれた多くの発達理論家は，ライフサイクルとい
うことばを用いながら，サイクル（循環）ではなく，階
段型に上昇していく図式を描いてきた。エリクソンの図
式は，フロイトの発達段階論を引き継ぎながら社会的文
脈を入れており，正確には階段状ではなく，縦と横が織
物状に交差するモデルである。しかし，上昇モデルであ
ることに変わりはなく，老年期に「知恵（wisdom）」と
いう，もっとも高い価値がおかれた。
発達概念や生涯発達の概念のもとには，「直線的・進
歩主義（liner-progressivism）」と，「一方向的で不可逆
的に流れる時間概念（irreversible time）」という二つの
思想が前提としてあると考えられる（Yamada & Kato, 

2006a; やまだ，2010a）。この二つの考え方は，どの文化
にも古くからあり西欧独自のものではないが，西欧近代
において特別に強化されてきた「ものの見方」である
（Lippincott, 1999）。発達心理学も，これらの思想をもと
に構築されてきた。そして近代科学が依拠してきたデカ
ルトの概念，「原因」から「結果」に向かう因果関係の
図式も，この思想が基になっている。
生成的ライフサイクルモデルは，直線的・進歩主義，

一方向的時間概念，因果関係図式に対して，根本的な異
議をとなえるモデルである。このモデルは，一般化す
ると次の特徴によって定義される（Yamada, 2002, 2004; 

Yamada & Kato, 2006a, 2006b）。
①時間概念：時間は，前進的・直線的・一方向的・不
可逆的ではなく，サイクル（循環的）・螺旋的・再帰的
にとらえられる。②変化プロセス：変化プロセスそのも
のに価値をおき，はじまり（起源・原因），終わり（目的・
結果），ピーク段階などに特権的地位を与えない。③生
成と死のプロセス：創造者が目的と意志をもって「つく
る」世界ではなく，生きものが自然に「なる」生成・推
移プロセスを重視する。死（喪失，下降，消滅）は必ず
しもネガティヴではなく，自然の推移の一環として位置
づけられる。 また「生から死へ」向かう前進的方向だ
けではなく，「死から生へ」向かう再帰的方向も重視する。
④文脈主義：中核概念は，個人，自己，実在などではな
く，文脈的関係性である。個人の人生は，多義で多層的
な入れ子型のライフサイクルの一部として，つまり自己
のライフサイクル，世代のライフサイクル，スピリチュ
アル・ライフサイクル，生態系のライフサイクルなどと
むすびつけて考えられる。⑤人生の意味：個人の人生の
特定の時期（フェーズ）を特別視しない。人生のどの時
期も重要であり，それぞれの味わいと意味をもつと考え
られる。⑥ナラティヴモデル：サイクルする時間や死や
再生概念を，論理実証モードで実体化しないで，ナラティ
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ヴモードによって考える。単一のモデルだけが真ではな
く，多様なモデルがありえるし，矛盾を含む両行的モデ
ルが併用できる。
このような新しいものの見方は，ナラティヴ論だけで
有効というものではなく，自然科学のなかにも共通して
見られる。物理学者の杉本（2002）は，ある種のシステ
ム，非線形，非平衡，開放系のふるまいは，閉鎖系にお
ける原因と結果が明白なデカルト的常識とは異なるとい
う。「原因と結果がきちんと分離できるデカルト的な発
想法では，扱えないものが，現実の世界には数多くある。
社会の現象は，ほとんどがそのようなものである。……
そこで 21世紀のスローガンは『原因が結果をもたらす
というデカルト的なものから見方をかえて，強く相互作
用しているシステムを理解しよう』というものになると
思われる」。
ナラティヴ論では，一方向的な因果関係の図式を壊し，

関係性の網目系でものを考えようという方向性をもって
いる。それは科学哲学が示唆した方向とも，21世紀に
自然科学が向かおうとしている方向ともむすびついてい
る。これからさらに，発達心理学が依拠してきた思想を
根底から問い返し，20世紀までを支配してきた常識を
再編成して，新たな理論やモデルを生成していく作業が
必要になるだろう。
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Developmental psychology typically represents age as a horizontal axis on which positions are determined on the basis of 

the presumed linear progression of time. It also represents competence as a vertical axis on which positions are determined 

on the basis of the performance of different valued skills. This conceptual framework has persisted even though lifespan 

developmental psychology addresses the entire life of an individual, including the process of decline during older age. In 

addition, the fundamental concepts of developmental psychology and lifespan developmental psychology are both based 

on assumptions of individualism, the linear progression of life, the privileged status of quantitative measurement, and the 

irreversibility of time. In this paper, I suggest the need to shift the paradigm applied to human beings to one rooted in a 

narrative approach. I further propose a Generative Life Cycle Model (GLCM) based on contextualism, which includes the 

need for an integrated meaning of life, the value of qualitative narratives, and the cyclical nature of time.

【Key Words】 Developmental theory, Narrative, Life cycle, Contextualism, Time

2011. 8. 12 受稿，2011. 9. 12 受理

Sugiman, T., Gergen, K.J., Wagner, W., & Yamada, Y. （Eds.）. 
（2007.） Meaning in action: Constructions, narratives, 
and representations . Tokyo: Springer. 

杉本大一郎. （2002）. 宇宙や星はなぜ進化するか：時間の
流れと構造の形成. 広中平祐・金子努・井上慎一（編）,
時間と時：今日を豊かにするために（pp.202-215）. 東
京：学会出版センター . 

田垣正晋. （2007）. 中途肢体障害者における「障害の意
味」の生涯発達的変化：脊髄損傷者が語るライフス
トーリーから . 京都：ナカニシヤ出版. 

Whitehead, A.N. （1981）. 科学と近代世界  （上田泰治・村
上至孝, 訳）. 東京： 松籟社. （Whitehead, A. N. （1925）. 
Science and modern world . London: Macmillan.） 
やまだようこ. （1995）. 生涯発達をとらえるモデル. 無藤
隆・やまだようこ （編） 講座生涯発達心理学 1　生涯
発達心理学とは何か：理論と方法  （pp.57-92）. 東京：
金子書房．
やまだようこ. （2000）. 人生を物語ることの意味：ライフ
ストーリーの心理学. やまだようこ （編）, 人生を物語
る：生成のライフストーリー  （pp.1-38）. 京都：ミネル
ヴァ書房．

Yamada, Y. （2002）. Models of life-span developmental 

psychology: A construction of the generative life cycle 

model including the concept of “death”. 京都大学教育学
部紀要第 48 巻 , 京都大学, 京都, 39-62. 

Yamada, Y. （2004）. The generative life cycle model: 

Integration of Japanese folk images and generativity. 

In E. de St. Aubin, D.P. McAdams, & T.C. Kim （Eds.）, 
The generative society: Caring for future generations
（pp.97-112）. Washington, DC: American Psychological 

Association. 

やまだようこ. （2006）. 質的心理学とナラティヴ研究の
基礎概念：ナラティヴ・ターンと物語的自己. 心理学
評論 , 49（3）, 436-463. 

やまだようこ. （2007）. 喪失の語り：生成のライフストー
リー . 東京：新曜社
やまだようこ. （2010a）. 時間の流れは不可逆的か？：ビ
ジュアル・ナラティヴ「人生のイメージ地図」にみる，
前進する，循環する，居るイメージ. 質的心理学研究 , 9, 

43-65. 

やまだようこ （編）. （2010b）. この世とあの世のイメー
ジ：描画のフォーク心理学 . 東京：新曜社. 

Yamada, Y. （2011） . Image maps of life and the spiritual life 

cycle: Japanese, British, Austrian and French University 

Students’ visual narratives. New Horizons of Academic 
Visual-Media Practices. Proceeding of 13th Kyoto 
University International Symposium, 122-125. 

Yamada, Y., & Kato, Y. （2006a）. Images of circular time and 

spiral repetition: The generative life cycle model. Culture 
& Psychology,  12 （2）, 143-160. 

Yamada, Y.,  & Kato, Y. （2006b）.  Directionality of 

development and Ryoko Model. : Reply to four comments. 

Culture & Psychology,  12 （2）, 260-272. 


