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発達研究の方法論的課題

一一現実の問題へのアプローチを中心に

中野 茂

Have “Rea1-Life-Problems" Being Pursued in 
Japanese Developmental Psychology Research? 

Shlgeru NAKANO 
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私が三宅先生のご指導を仰ぐようになったのは， 1974年の春のことである o したがって，その

当時，運動会だの遠足だの雪祭りだのと一緒に楽しんだ北大幼児躍の子どもたちも，もう成人し

始めている頃である。今，振り返ってみると，そんなにもたってしまったのかと驚きの念を感じ

得ない。その間に私は，学部を終え，大学院を終え，現職に就くことができたのであるが，院生

時代から現在に至るまで，幸いにも「母子関係の生態学的研究J，r乳児期の気質・愛着と幼児期

の行動発達Jなどの先生が主宰されてきた縦断研究のフロジェクトに参加する機会を得てきたo

その意味では，それらのフロジェクトの中で学んだこと，成してきたことがそのまま私の研究の

歴史といえる。

しかし，残念なことは，このような絶好の研究の機会を得られたにもかかわらず，それらのプ

ロジェクトの中で，いわば「木を見て森を見ずjの状態で過ごしてきたような悔いの残ることで

ある。つまり，それらのプロジェクトは何を目指して，どこに着陸しようとしているのかを十分

に理解できないままできたのである。これはとりもなおさず，ただただ私の怠慢，力のなさため

に過ぎないといえる。そこで，本格では，私がそれらのフロジェクトに関わっていた70年代から

現在までに三宅先生が著された論文・著作の中からいくつかを選び，改めて三宅先生がどのよう

な研究目標をいだいていられたのか，そして，今後，発達研究を進めていく上でどのような研究

の視点・課題を私たちは受け継ぎ，どのようにそれにアフローチしていったらよいのかを探って

みようと思う。

このような視点から三宅先生の著作を読み臨してみたところ，発達研究が対象とすべき課題，

及び，その方法論という 2つの点が繰り返し強調されていることが見えてきた。前者としては，

第一に，梅外の研究・論文を手本として実験室での多数の平均値から得られた心理学的な知見は，

生活の中では存在している多数の要民を捨象した限定的な事実に過ぎないので，その限界を無摂

して安易に個々の子どもの発達の姿を論評することの危険性を戒めた論述があげられる。第二に，

日本の研究者が扱っているのは日本の文化の中にいる日本の子どもであり，発達研究は，そのよ

うな子どもの生活の中に生じている実際的な問題の解決を目指すべきであるという実際的視点が

あげられる。第三に，そのためには心理学のそれぞれの領域はもちろんのこと，近接科学を含め

た総合的な研究体艇の確立の必要性を訴えている点が含まれる。

一方，後者としてはそのための方法論として，子ども全体を支配している法制の定立を目指す
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とともに(または，目指すよりも)，個々の子どもの個性を記述することをもっと重視しなくて

はならないという点，及び，そのような個々の子どもの発達を理解するには， r発達の過程・場J
に直接にアプローチしなくてはならないという縦断的，生態学的視点の強調があげられる。以下

では，これらの理論的問題に限定して考察してゆくことにしたい。

I.発達研究の課題

1.心理学的知識の限定性

発達心理学などの研究の成果として，子どもの行動，母子関係，文化・地域差などについての

多数の知識・理論をこれまで生み出してきた。しかし，それらの多くは限られた観察期間内で，

人為的に統制された条件下での行動観察や実験に基づいていたり，親への質関紙調査のように，

実際に研究対象とした子どもの行動を観察・実験することをせずに得られたものである。また，

それらは王子均的な行動の構造・傾向を単純化して説明したもので，現実の子どもの姿，個々の子

どもの行動に直接当てはまるわけではないのである。このような研究者にとっては当り前である

はずの事実を顧みずに，生活のゆで生ずる個々の子どもの問題，母子関係，育児に普及する研究

者の多いことを三宅先生は批判し，そのようなことを厳しく戒め続けていられる。たとえば，今

から20年近くも前に， (三宅1972)

『現実の社会の中で生活している子どもと実験場面での子どもとを同一視して，子どものし

つけや教育のことを諮るほど危険なことはない。これまで、心理学者の手によってかかれたい

わゆるハウ・トゥーものはかなりの数になるが，それらは世の教育ママの不安をいっそう高

め，教師を迷わせてきたことも多かったと思うJ(p. 6) 

と述べてられている。そして，そのような心理学的知識の過震の一般化，社会問題への安易な迎

合ではなく，着実な研究の成果に基づいてそのような問題を論ずるべきであることを次のように

主張されている o

f心理学研究者の仕事は，常識的にいわれてきていることを後づけるだけで終わっていたの

ではなんの役にも立たないのである。社会事象に鋭い自を向けることは心理学の研究者，分

けても発達心理学や先輩心理学の研究者にとっては大切なことであるが，やはりJAい視野を

持ちつつ自己の専門とする分野で着実に資料を蓄積することが何にもまして必要なことであ

ろうJ(p. 5)。

さらに，

『今後心浬学に対する社会の実際的な要請はますます増大するであろうが，それに対して安

易な答え方をするのではなく，正しい人関研究のあり方を採究しつつ地道な研究を重ねて行

くことによってこそ，心理学は人題回復に対していささかの貢献をすることができるのでは

なかろうかJ(p. 7 ) 

と述べられている。また，三宅(1976)では Ka伊n (1967)の，行動はそれが生起する場語

状況や文化，そのときの偶体の状態との相対的関係において理解されなければならないという指

摘を引用して，

fそうであるならば都市のホワイトカラーの家庭の母子を対象として両者の関係について見

い出した事実を，的の階層の母子関係について考える場合にそのまま用いることは適当では

ないということになろう。しかしながら心理学の研究においては，そのようなことがしばし

ばおこなわれてきたJ(p. 120) 



発達研究の方法論的課題 109 

と，心理学的知識が状況に限定されていることに無領者な研究態度が横行していることを批判さ

れている。

このような批判・戒めは最近の論文においても開じ様に記されている。三宅(1986)では，

n多くの研究では実験場面での観察から)母親についての変数と子どもの変数との関係が

明らかにされている。しかしここで指婚しなくてはならないのは，こうした実験場面で捕ら

えられた母子の姿にみられる個人差や文化差をただちに一般化しではならないということで

あろう。実験場面として作られた状況が現実の母子の相互作用の姿の一部分は捕らえている

であろうが，それによって捕らえられていないものが相当にあることを慎重に考慮しなくて

はならない.1 (p. 13) 

ことを指摘して，

f発達についてのこれまでの研究から一般化を行うことはかなり限定されているといわざる

を得ない。それはある桂度長期にわたり頻回に子どもの縦断的観察を行うとともに，彼らの

知的・社会的・情動的特徴について幅広く測定をするというような試みがほとんどなされて

いないからである。ほとんどの研究は横断的であり，観察も実験室においてであれ家庭にお

いてであれ，短時間のものである。私の知る限りにおいても，生育環境条件における惹異と

子どもの発達の諸側面との関係を時間の流れの中できめ細かくたどったような研究はまった

くなされていないのであるJ(p. 7) 

と，縦断研究により“幅広い"r発達の過程Jを明らかにする研究努力の欠如とその必要性を強

調されている。

しかしながら最も最近著された三宅(1990)では，このような長年の先生の指摘にもかかわら

ず，たとえば，母親の過保護，放任といった大雑把で不十分な概念を先行要罰として，それと子

どもの行動特徴との関係をみようとしたり，母親から一見同じような扱いを受けていても，ある

子どもは問題行動を示し別の子には全くみられないこともあるというような個人差を無視して心

理学的知識を一般化する風潮が絶えることなく続いていることに

『しばしば心理学研究の成果にもとづいて語られる一般化が非常に危険なものであるという

ことも感じるようになった.1 (p. 180) 

と危J慎の念を表わし，

『問題視しなくてはならないのはいわゆる科学的な発見がそのまま生の「乳児Jや母親に関

する理解につながるというような短絡的な考え方ではないであろうか。...・H ・..あたかもそう

した研究の成果が現実の子どもや母親の問題や解釈や指導にすぐつながるというような姿勢

をとる専門家たちによって多くの一般向けの審物や雑文が欝かれて，講演などされているj

( p. 177) 

と，警告されている。

このように，三宅先生は一貫して，研究者は心現学的知識の有眼性を顧慮して現実の予どもの

行動に言及することを主張されてきたのである。このことは次節で述べるように，これまでの発

達研究者の多くが現実の生活の中の子どもの問題にアフローチすることをせずに，手軽な実験室

研究から得られた知見を安易に一般化して，そのような問題lこまで適用しようとしていることへ

の危慎の念と表裏一体となっているといえよう。
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2.生活の中の間題を研究対象とすることの重要性

上述したように，統制条件下での観察や実験，親への質問紙などから得られた発達心理学的知

見は，子どもの姿のほんの一部分しか捉えていないといえる。そうした知見の不毛さを克服する

ために，実験室での統制された場面における構造化された諜題に基づく研究から，より臼常的な

場面での自発的な活動，つまり，子どるが自らの行為を主体的に計麗し，組み立て，実行すると

いう一連の活動の過程，生活体としての「生のj活動を解明しようとする研究の方向が必要なこ

とは最近では多くの研究者に認識され始めている。たとえば，内出(1986)は幼児の自由な発想

によるお話作りを通してその内的な世界を描き出そうとしている。このような方法論は従来の認

知発達研究にみられた統制された場面での単純化された課題場面から，幼児の自由な創造的活動

を研究対象とする方向への研究パラダイムの転換といえよう。しかし，彼女によれば，このよう

な方法論に対して70年代前半までは「下手な複雑化より上手な単純化に優ることはないjという

厳しい批判を受けたほどだったという o また，この10年間における日本心理学会と日本教育心理

学会で発表された報告で用いられた研究方法を比べると，実験的方法が減少しつつある一方で，

非実験的方法が増加しているという指摘(宮本， 1988)からも，このことはうかがえる。それに

よれば，とりわけ，少数研究と相互影響関係の研究の増加が著しく傾向にあるという。この少数

例研究の増加は，従来いわれてきた多数による法則定立nomothetic対少数による個性記述ideog-

rapl語cのアプローチに二分するのではなく，少数併をじっくり観察することで多数例では見落と

してしまいがちな要思までも考察し，理論化を深めようとする動きだという。また，相互影響関

係の研究の増加は，偲々の子どもたちの行動がそれを取り臨むコンテクストから独立ではないと

いう当り前だが分析盟難な開題の解明に向かい始めたことを意味しているといえよう。

ところで，三宅先生は，このような研究者が現実の子どもの盗から出発する必要性をこれまで

再々述べてきていられる。既に，乳児の実験研究が盛んになり始めた70年代詩半において

『これまでの多くの研究は，平均的な子どもの発達の側面についての記述であったり，子ど

もの生活環境との関係を捨象して条件を人工的に設定した実験室実験であった。いいかえれ

ば，現実の社会・文化の中で毎日を過ごしている子どもたちの発達の姿在捉えるということ

をほとんどしてこなかったJ(三宅， 1973 p.441) 

ことを指摘されている。そして，

f子どもの発達の過程は，子どもがその中で毎日の生活を送っている様々な場部状況との関

連で捉えられなくてはならないということは，子どもを全体的に理解しようとするならば必

損なのである。こうした視点がこれまでの発達研究において欠落しており，分析的に子ども

を捉えようとすることのみに熱中していたといえようJ(同 p.455) 

と，生活の文脈の中で子どもを総合的に捉える必要性を述べられている。

さらに，そのような視点を欠いた研究に対して

『母親の態度や行動に大きな影響を及ぼすものとして子どもの側の要因を考えない訳にはい

かない...・ H ・..(略)...・ H ・..母親が子どもの影響を受けて不安になり過敏になれば，そのこと

がまた子どもに影響を及ぼしていく。これこそが母子のたえまない棺互交渉なのである。こ

んなことは，少し注意してみれば自分の家庭の中での親子関係においていくらでも見つかる

はずのものである。それにもかかわらず長い間どうして心理学の研究者たちはそれに気づか

なかったのだろうか。気づいてはいても実生活と研究とは別のものと考えていたのかもしれ

ない。すっきりとした形で実験のまな板にのせるには余りにも生々しく複雑な現象であるの
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かもしれない。しかしこのような相互作用の視点を欠落させた研究は現実の母子関係の問題

の理解にとってはほとんど役に立たないのであるJ(三宅， 1976 p. 34) 

と強く批判されている。

さらに，単に「生のJ子どもの姿を捉えようとするだけでは不十分で，

『子どもが社会の仁科に生きる存症であ(る)...・H ・..という認識の上に立つのならば，発達心

理学を研究するものにとって，社会事象に対して鋭い自を向けること，実賎の中lこ開題を発

見しようとつとめることは必須のことといわなくてはならないであろうJ(閥 p.442) 

と，研究者が子どもを取り囲む社会の問題の解明に努めるべきことを強調している。そして，

fこれからは，実社会の中での人間観察と実践からの出発した研究をもっと重視しないと(発

達研究は)行きづまるj(三宅， 1972 p. 6)。

という懸念を表明されるとともに，

n幼児の知的教育の功罪についての議論は)ほとんど実証的な裏づけのないものであり，

心理学の研究者との側にも提示しうる説得的データはあまりないのである。これも研究者と

実践家の協力による実験的試行がなされてこなかったからにほかならないj(同 p. 7)， 

H集団保育を通じてのみ子どもの発達が保障されるのであり，家躍では全面的な発達を保

障できないという一部の人たちの主張に対して)実証的な裏付けを持ってその誤りを指摘で

きるようなデータがわが国においては決定的に不足している。どのような条件のもとでの保

育が子どもにとって必要なのか，母殺はどのような役割をになったらよいのかというような

問題を明らかにするような研究がなされなければならないであろうJ(三宅， 1976 p.32) 

と，現実の問題が解明されないままとなっていることに研究者が関心を向けることを求めている。

このような視点は，上述したように，最近になってやっと多くの研究者が現実の子どもの姿に

闘を向け始めたことと比べると数段その先を行くものといえよう。

しかし，これらの厳しい批判の一方で，

『現実の中での観察と実践から出発した研究でなくては早晩行き詰まるのではないかという

考えが，発達研究者の関に次第に浸透しつつあるように思われる。これまでの発達研究にお

いてこうした視点が欠けていたということが，研究者と実銭者との関係を希薄にさせていた

ことの一つの大きな原罰であったのではないだろうか。...・H ・..子どもを理解するために有効

な法則を定立するためには，まず子どもの現実の生活の中から問題を発見すること，実践を

通して解決するに値する課題を設定することが重要であるという認識が高まってきたといえ

るであろうJ(向上 p. 7 )。

という楽観的な見方もこの当時は表明されている。

しかし，このような楽餓的な見方はこの10年間の著作では見受けられなくなっている。三宅・

掠(1982)の中では，持び現実の問題の解決を研究対象とすることの必要性を

fアメリカ児童発達学会 (SRCD)に出席して感じたことは，乳児発達についての基礎研

究が多少とも社会問題の解決ということに関わって行われていることである。..，・H ・-・わが留

においては今日でもあまり現実の開題とかかわりをもつような研究は質的に一段劣るという

ように見る傾向がある.1(p. 180-1 )。

と，説かれている。同様の主張は，三宅(1986)においても記されている。

r Society for Research in Child Development， Intemational Conference on Infant Studiesなど

の海外の学会には発達心理学者とともに小党産学，精神医学，保健学，栄養学，社会学など
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の関連諸科学の研究者，さらには保育，看護，福祉などの実銭家や臨床の場で働く人たちな

どが多く参加している。こうした各分野の人々がシンポジウムなどで意見を交換しあうこと

ができるのは，そこで扱われる問題が現実の社会の中で解決を迫られているようなものだか

らである。どうも日本の心理学者にはこういう開題を扱うことはレベルの低いことであると

いう偏見が強いように思われる。(略)これからの研究においては，現実の中での人間観察

と実競から出発するということがもっと重視されなければ行きづまるのではないであろう

かJ(p. 14) 

したカfって，

fとぎすまされた方法をもっとともに，現実の開題に対して鋭い巨を向けることが発達心浬

学者に求められるところであろうJ(p. 14) 

と述べている。このような現実の社会問題を研究対象とすべきであるという主張と，それを姐む

ペダンティックなアカデミズムへの批判はその後も繰り返され，

fわが国のアカデミックな心理学の研究者には生臭い問題を扱うことはレベルの低いことで

あるという偏見が強いように忠われる。きちんと体裁の整った論文を制作することはそれほ

ど大変なことではないのである。なぜなら米国などで新しく発表された研究の中から面白そ

うなものを見つけその方法を借りて日本の子どもを使って実験をやればよいからである。こ

れはまさに奴隷的な仕事といってもよいだろう。また，日本の発達心理学研究は手間暇かけ

るのを避け要領よく仕事をする傾向がありはしないか。子どもや母親を包む社会的，歴史的

な背景について自分自身で探索しようとはせず，せいぜい他の分野の研究者の書いたものな

どを引用するといったことにとどまっている。もう少し自分の手を汚し泥にまみれて子ども

の真の姿を知る必要があるj(三宅， 1990 p. 183-4 ) 

と批判の度は強められている。このことは，それだけ強く先生が社会問題の解決に向かうことを

念じておられ，その一方で，それを阻む控の厚いことを示唆するものと思われる。したがって，

最近の研究の動向についても先生の自からは，

『これからますます厳盛な実験の方法，データ解析の技法が開発され，いっそう明細な結果

が発達に関しでもでてくるものと思われる。...・H ・-・けれどもそうした研究が蓄積されて来る

につれて生きた現実の人間についての理解がどれだけ進んだのであろうか，むしろ真実の姿

をとらえることからしだいにかけ離れていってはいないであろうかj(向上 p.176) 

と捉えられている。これは，上述したように，やっと現実の子どもの姿への挑戦が始まった状態

にあることを考えても，先生のこれまでの批判に呼応した研究がその聞に現れなかったこと，研

究者のパラダイムを転換しようとする動きの遅さへの失望感があるのではないかと思われる。そ

う考えると，これまでこのような問題に無関心，無理解なままただ手軽な研究に従事してきたこ

とに恥いるばかりでしかない。

さて，このような現実の問題を扱うことを蔑視する姿勢はどこからくるのであろうか。先生の

指擁によれば，日本の研究者はアメリカ直輸入の研究を取り入れ，それをまねることを意味ある

こととし，日本の中の日本の子どもの問題について研究しようという姿勢に欠けるためであると

いうのである o このことは，既に三宅(1973)において，

『まったく現実社会と遊離し，形式だけ科学的だらんとして条件を単純化して実験を行うこ

とによって，子どもの発達にとって大切なものを捨てできてしまったという反省も必要であ

ろう。アメリカの子どもはアメリカという社会の中で、育つので、あり，ソピエトの子どもはソ
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ピエトの体制の中で学習し発達するのだという至極当然なことを芯れて，いたずらに新しい

構成概念にとびついてそれだけを実証しようとして研究をしてきたのではないだろうか。

我々が知らなければならないのは日本の子どもの発達の姿であり，その意味ではまだまだ記

述的な水準で基礎的事実を集積することも必要なのであるJ(p. 442) 

と指摘され，その後もこのことは繰り返し主張されている。たとえば，三宅(1976)では

f研究者の問題意識が現実の生活の中の子どもにどれほど関わっていたかということが問わ

れなくてはならないであろう。現実生活の中の子どもについての観察と実践からの発達した

研究はほとんどなかったといってもよいのではない。だから，いったいどこの子どもについ

ての発達を問題にしているのかいっこうに分からないような研究報告がなされることにな

る。日本の子どもは日本という社会・文化の中で育つのだという当り前のことすら忘れて，

外盟で新しい構成概念を馬いた実験が成されたというと，すぐそのままの方法でやってみる

ということが，これまでの日本の発達研究にはよくあったのであるJ(p. 8) 

さらに，

f我々にとって必要なことは今日の日本という社会の中で展開されている母子関係について，

都市，農村あるいはいろいろの階層について詳細に分析することであろう。それなくして余

りに性急な一般化をすることは避けなくてはならないだろう。また時代のちがい，文化のち

がいを越えて母子関係の中にある共通なものはどのようななものであり，それぞれの文化に

のみ特有なものはなんであるかを知ることが必要であろう。なぜなら我々がその発達を補償

してやらなくてはならないのは今日の日本の子どもたちであるからである。どういう刺激が

その子どもたちにとって必要なのかを明らかにすることなしには，母親に対して本当に必要

な知識を与えることはできないであろう。アメリカ直輸入の子どもの育て方がそのまま日本

において専門家によって PRされるということがこれまでかなりあったと思われるが，それ

は大変危険なことであるJ(悶 p. 75) 

と記されている。その10年後においても向様に

rKaganは， 1978年に・H ・H ・..(日本教育心理学会で)日本の研究者が日本に独特の問題…

……についてほとんど関心を払わず，アメリカの学会雑誌で取り上げられた新しいテーマを，

それを日本に当てはめることの是非を全く顧慮することなく，そのまま扱っていることを鋭

く批判した...・H ・..。彼は学会で発表される「発達jに関する研究の多さに驚くとともに，お

そらくそれらの中から日本について学ぶことの少ないことにがっかりしたのではなかったで

あろうかJ(三宅， 1986 p. 9) 

と指絡し，次のように“アメリカの出届化"した日本の研究状況を批判されている。

H子どもを生活の中で捕らえるということは不十分のままに終わっている。)これがなかな

か容易ならざる問題であるというのがいつわらざるところである。子どもをその生活の中に

おいて捕らえることが必要だからといってやみくもに現実の生活の場に飛び込んでみても途

方にくれるだけである。(路)近年日本においても家庭場麗でかなり長時間にわたって母子

の相互突渉を観察するという研究がふえてきている。しかしそれらにはただ労力をかけて資

料を集めて分析をしているという傾向が少なからず見受けられるのである。家躍にいって何

を見るかをあらかじめ十分に検討しておかなくてはならないのであり文献にあたるというだ

けではだめである。それではある心理学者がいったように「アメリカの出直jのようなこと

になってしまい，臼本の子どもの理解にはさっぱりつながらないのであるJ(同 p. 10-11)。
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このような臼本の子どもの理解につながらない研究への批判は，既に約20年前に三宅 (1972)に

おいて，

『日本の場合，中j警の子どもでも，親が子どもに対して用いる言語的働きかけだけについて

みると，アメリカの下層階級に相当するような特色を持った環境で、育っと，思われるが，必ず

しもそれによって知的発達が遅れるとは限らない。………子どもの認知発達に対して母子関

係の中にある非言語的な要因がかなりの程度影響を及ぼしていると考えられるので，この要

悶を探索することが大切であるJorこれからの子どもの発達研究の進むべき一つの方向が

いっそう明確になってきたという感じを強くもっと同時に，このような研究は認知・思考・

学習の分野の研究者と社会化やパーソナリティの領域の研究者の醤接な提携がなくては行い

得ないものであるという信念をさらに強くしたJ(p. 8 -9 )。

と，提害されていることを考えると，このような臼本の文化に特有な発達嬰因を十分に体系的に

検討することに関心を向けず，等関視し続けてきた臼本の研究者の罪は重いと言わざるを得ない

であろう。

したがって，以上のような先生の視点からは，このような日常生活の中の問題を扱うことなく，

それから遊離した抽象的心理学知識の限界を顧みずに生の子どもたちの行動を解説してきた心理

学者の応用万能性の誇大妄想が，人々の過剰期待をかりたて，結局は，“役にたたない心理学"

の印象を創り出したといえよう。さらに，現代の発達研究が生の子どもの姿へアプローチし始め

たことを上に記したが，教脊心理学が現行の学校の在り方に無批判に追随し，結局はそれを脅定

してきたという指摘・批判が学会等でなささでいるように，現代の子どもたちが直面している課

題，子どもを取り囲む社会的状況の追求を暖昧にしたままそのような動向だけが先行していうと

したら，それは結局，現状の子どもの姿・見方をかえって固定したものにしてしまうのではない

だろうかという懸念が浮かんでくる。

3.総合的な研究体制の必要性

ところで，上述のような臼本の社会の中の発達の問題へのアプローチのためには，心理学の個々

の分野を越えた総合的統合的な研究体制，小兜医学，生物学，保健学，人類学，社会学，看護学，

保育学，教育学などの隣接諸科学との学襟的菜協力体制が必要であることを三宅先生は唱え続け

られている。さらに，そのような体制を築き上げることによって，発達過程における連続的な影

響関係のような複雑な現像を解明し発達の理論を構築できると期待されている。三宅(1973)で

は，

f発達心理学の研究者たちがその立場とを越えて協力していくことがますます必要になるで

あろう。そしてそのような努力の中から，やがて発達の統合理論が誕生してくるのではない

だろうか。さらに理想をいえば，隣接領域の諸科学との学際的な協力によって，子どもの発

達ということを総合的に探究することが求められなくてはならないJ(p. 44) 

と主濃され，最近においても，

f今後この分野における研究が発達のメカニズムの解明に向けて有効に進められるためには，

偲々の研究者がバラバラに仕事をやっていくのではなく，どうしてもかなり大きな共同研究

体制を必要としようJ(三宅， 1986 p.13)， 

H乳児期の発達特徴とその後の発達の過程との連続性の解明が罷難であるという)現状を

打開する一つの方途として考えられることは，当然のことであはあるがもっと綿密な計画と
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周3翌日な準備の上に仮説検証的になされる縦断研究をいろいろな人々の協力によって行うこと

であろうj(三宅， 1990 p.181)， 

f発達と言うのは...・H ・..非常に複雑にさまざまな要躍がかかわりあって生ずるものであるか

ら...・H ・..鴎連諸科学の方法とのインデグレーションによって進めなければならないj(間 p. 

182) 

などと言己されている。

確かに，自然科学にみられるような問題解決的な研究体制は，心理学の分野においては皆無と

ってもよいであろう。人間の行動は，研究対象を絞るのが臨難なほど複雑なのかもしれないと，

学会の総力を挙げて挑まなくてはならないほど急務な課題が見あたらないという認識のもとにあ

るためかもしれない。しかし，多くの研究者が限られた研究設備，研究費，人員といった貧弱な

研究条件下にあることを考えると，このような体制作りは必須なことではあるが，誰にでも可能

というわけではないことにもそれが困難なことのー鴎があるようにも思われる。

IL発達研究の方法論

1 .法則定立と個性記述

さて，発達研究の役割の一つは，人生にわたる行動変化の過程を記述し，その根底にある変化

を生み出す仕組みを解明し，説明するとともに，その後の発達の方向性，可能性を予測すること

といえよう。そのためには，発達現象を生み出している要器担互の欝係性を表す法則の定立が研

究の目標となる。だが，日常での発達現象を取り組む変数は多数であり，偶然に左右される場合

もあり得るであろう。そこで，これまでの多くの研究は，ある限られた時点での限られた条件下

での行動を記述・分析し，解釈することで代表させてきた。

しかし，このようにして創り出された法期は，上述したように，没入格的な無人称の現象の説

明であって，個々人の行動を説明しているのではない。しかし，日常での人々の作動は「私とあ

なたjという“ニ人称"の対人関係の中でなされているのである。したがって，生活体としての

個々人を理解しようとする場合には，そのありのままの姿を記述する方法論へ立ち返らなくては

ならない。いわば臨床的な方法論である。三宅先生は，実験方法，統制した観察法などによって

人為的に条件操作して行動の法則を追求していくという方法論にもまして，こうした臨床的な個

性記述法から現実の子どもたちにアブローチしていく視点の必要性をたびたび説かれている。ー

宅(1973)では，

f発達研究の現在の状況では，個性記述的な方法による研究がやや軽視されているのである。

しかしながらこの方法による研究こそが，真に扱うに価する貴重な問題を多く提供してくれ

るのではないかと思われるJ(p. 463) 

という視点に立ち，オーjレポートの“人悟の世界においては，…般的原理や法制に関する知識は

個期化されて用いられなくては儒値をもたない。またそれは具体的な現存の状況に照らして個別

化されなくてはならないのである"という言葉を引用されている(関 p. 463)。開様に，三宅

(1976 )においても，

『子ども椙互の間に共通にみられるような法則の発見ということに余りに力点を置いてきた

ために，これまでの研究がダイナミックな発達のメカニズムを明らかにすることに余り役

立ってこなかったということを十分に考慮してみることが重要であると思う。むしろ個々の

子どもがその環境と相互交渉しながら発達していく過程に焦点を当てることが当閣において
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重要ではないかとJ(p.16)と述べている。

しかし，伺じ著作において，

『これからの発達研究に求められるものは，現実生活の中で様々な環境との出会いを通して

育っていく子どもについての記述であり，現実生活との対応関係に十分な配慮をした実験的

研究によって暁らかにされた事実が，さらに現実場面において再度検討され，それが次の実

験へと発展していくような方向であろうJ(間， p. 8) 

と実験研究に必要性も認め，それと個性記述との循環的関係性に基づく研究方法を提唱されてい

る。この考えの詳細は，次のようである。

H記述的な水準から説明的な水準への移行という研究の動向が顕著になりつつあるが)そ

れでは記述的研究はもはや過去のものとなったとしてしまってよいのかという，決してそう

ではないのである。我々が知らない多くのことが子どもの発達の中にはあり，それらを記述

的に明らかにすることが，説明的水準の研究をより有効なものにするのだと考えられる。(略)

まだまだ十分な記述的資料を欠いている問題が多く残されているのである。もしこうした資

料が整えられるのならば，子どもの発達に関わる重要な変数が見つけ出され，それが実験の

中に導入されることによって検討されることになるであろう。従って，現象記述と法則発見

ということはいずれが先か後かという関係にあるのではなく，一方から得られた知見が他方

の中において生かされるというフィードパックの関係で進められるべきものであろうJ(関，

p. 5)。

そして，次のように続けている。

n取り上げた要因のほかに，もっと重要なものがあるのではないかということが賭題になる。

そこで更に詳細に具体的な状況におけるその行動を観察することによって，その可能性が検

討される必要がある。そこから新たな要罵が推定されたならば， )それを実験場面に導入し

て検証することが必要になる。法則発見的研究にとって実験的方法が有効であることは当然

であるが，発達研究で取り扱う多くの問題に関与する条件が複雑多岐で，時間的にも変化す

るといったといった性質を持っているので，それらの条件をすべて取り込んだ実験を計画す

ることは非常に困難である。実際には変数をある程度限定した実験の結果をいつも現実場醤

の中に演して検討し，次に一歩進んだ計画をするというようにして徐々に問題を解決してい

くことになろうj(悶 p. 5 -6)。

同じ考えは，最近著された著者(三宅， 1990)の中でも繰り返えされている。

f現実の子どもの発達に欝わるような知識を得ょうとする研究はおそらくより自然的観察を

主体としたものであり，大きな全体的文脈の中においであるプロセスを位置づけてとらえる

ようなものでなくてはならないであろう。厳密な実験研究とこのような研究とはそのいずれ

がよいというような関係にあるのではなく，まさに相補的な関係にあって，両方が着実に進

められることによって真の人間理解がなされるようになっていくのではないであろうかj

(p.178)。

しかし，このような実験研究と自然環境との相補的・循環的な関係を通しての研究の進め方を論

じ続けている一方で，三宅(1976)には，

H母子の相互交渉の姿が都市と農村の闘でかなり違っていた場合，それを表閥的に受け取

るのは問題であるが)しかしながらまたそのような際は，都市と農村のそれぞれの母子関係

の現実の姿を反映したものであるとも考えられるので，実験的に扱う状況が現実場面そっく
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見£主£三蕊ふエ呉呉え£ど与に之ふ点呉呉呉呉呉とよであろう。J(p. 128) 

『記議割揚嬰£裏表揚麗点£鹿は詑公設底ど真島広島£呉薦制揚鹿足立主義之三以

にふ立!三蕊主主乏之ふv・・ H ・H ・.(略)・・H ・H ・-また，もし統制度の異なるいくつかの場部からと

らえられた母子の行動がそれぞれに違っていた場合現実場調以外のいくつかの場闘でみられ

る母子の都，提案以呉羽誌と点以襲玉三与式之必之引説以品点以誌とJ…
. (略)・ H ・H ・-・かりにはじめての実験室で見知らぬ実験者と一緒にいる場面としても，その

ようなものは現実にありえないというわけではないであろう。・・H ・H ・.(略)・・H ・H ・-具賞英語

虫記￡蕊!J;!;[及臆表記認昆混真蕊~立主主乏るvそしてそのような状況における母子の相互
交渉もまた子どもに影響をあたえるものと考えるべきではないだろうかJ(凋 p. 128-9 ) 

(下線は筆者)

という実験研究を重視した記述も認められる。しかし，これは，実験室研究では，日常では蓉易

に生じない(有り得ないというのではない)臨界的な状況そ設定することによって，そのような

場聞での行動を誘発できるという利点があること，それ故に，実験室から得たデータと自然観察

から得たそれとが食い違っていてもそのことがただちに実験室研究の生態学的妥当性の欠如には

ならないという認識に立って，自然観察とともに実験室研究を併用するという多面的接近法の意

義，調者の相補的関係を解説したものと考えられる。

ところで，このような循環的・相補的なアフローチの出発点は実験室研究にあることを次の文

章は明らかにしている。

『複雑すぎる現実場面での行動を記述するよりもある穏度統制された状況の中での観察の方

がコンテクストとの関連を見つけやすい。生態観察→実験室観察よりもその逆の方がよいと

考えられるJ(三宅， 1986 p.11) (下線は筆者)。

しかし，実験から観察に移行することで研究は完了するのかというとそうではないのである。こ

の文章の後には，

H社会事象への関心，近隣科学からの示唆を得て)的確な問題を捕まえて実験室実験ーそ

れは予備的な実験であるーを符ってみて，その結果をもって現実の中に入って検討して，そ

の後により洗練したデザインで実験を行うというのが心理学研究者が取るべき選J(同)

であると続いている。やはり，予備実験(問題の発見)→自然観察(生態学的妥当性の検討・現

実の開題への取り組み)→確認実験(理論化・次の間題の発見)というような婚環的なアプロー

チを基本的には目指しているのではないかと，患われる。しかし，現段階では，実験研究からでき

るだけ自然観察へと歩を進めることが発達研究の課題であると考えていられることが次の記述か

ら伺える。

f発達研究者はその対象とする人々が生活の中でどのように他者と交渉しているかなどにつ

いてもっと眼そ向けてもよいのではないであろうか。大学の心理学実験室や検査室の中だけ

で子どもや母親に接しているのでは全く不十分なばかりか，見当はずれな理解をしてしまう

ことにもなる。研究者が実験室で見い出したことが実験室の外においても重要なことなのか，

それとも些来なことなのかは，実験室の中にいるだけでは決して分からないのである。私と

しては当面はそこから現場へとズームアウトしていくことが必要だと考えているj(同 p. 

13)。

ただし，このような研究の進め方は，上に記したように「現実の子どもからの出発jという主

張とどの様な整合関係にあるかという点で，後に論じるように，一考を要するように思われる。
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2.研究の視 点

以上のような視点から研究を進めていく上で重視すべき点として，先生は，次の点を挙げられ

ている。第一に，生態学的な接近法である。

『発達心理学の目標が，法問や理論を現実の子どもの生活に適用することにあるとするなら

ば，生態学的な研究は不可欠なものであり，基礎的な研究方法として重要な地位を占めるも

のということができるであろうj(三宅， 1973 p. 453-4 )。

第二に，発達的変化の過程を捉えることである。三宅(1986)には，

H実験心寝学で、は)子どもの過去経験がその場にどのように関係するかとか，その場で成

立した学習が後の発達にどのようにかかわるかなどはまったく開題とされないのである。私

が心理学に期待したのはまさにこうした歴史的因果関係の解明ということであったj(同 p. 

3 ) 

とあり，

H心理学における発生的方法として発達研究が重視されるようになってはきたが)ただ真

の発達研究がさかんになったかどうかはいささか疑問である。「発達Jということが本来の

変化の f過程jを意味するものであるのに，これまでの多くの研究においては変化の「結果j

として捉え，そのために力動的な視点を書き，静的な現象記述にとどまって，変化の過程の

説明や予測を自ざすという姿勢があまり見られなかったJ(伺 p. 2) 

と，記されている o つまり，発達の因巣関係の「過程jを明らかにすることが，“真の"発達研

究であることを示唆されている。先生が縦断的研究方法を採用されたのは，まさにこのような歴

史的視点から人開発達を明らかにしようとしてのことであることが伺い知れる。

第三に，行動の意味を関係的，文脈的な視点から捉えることの必要性である。たとえば，

(1976)では，

f母子の個々の行動のもつ意味はそれが棺手のどのような行動を受けたものであり，また相

手にどのような行動を起こさせるものであるかという関係的な見方が必要である.1(p. 122) 

と，行動の文脈，前後関係から母子のやりとりを捉えることを求めている。さらに進んで三宅・

陳(1982)の中では，

Hアメリカ児童発達学会(Society for Research in Child Development )での動向として)

相互作用そのものだけを扱うというようなことは，もう過去のものとなったのかも知れない。

というのはそうした相互作用が何をもたらすのか，また何によってもたらされたのかという

ような視点からの報告や論議J(p. 179) 

がなされていることが示されている。更に，このような文脈的な行動の変化を明らかにするため

には，多様な場建立を設定することが必要性であると次のように述べられている。

f人間の行動の場はたとえ子どもであっても多様である。どの様なコンテクストで捉えるか

が問題である G たった一つのコンテクストで子どもの行動，母子相互作用などを捉えること

から正しい理解は得られない。また，コンテクストを離れて行動の分析をすることも適当で

はないJ(三宅， 1986 p.11)。

そのためにも，

H母子相互作用の研究では，家庭において日常的場面の観察をする場合もあるし，実験室

で統制度の高い新奇な場面を設定することも，家庭的な状況に近い場面を設定することもあ

るし，それらは自由場語であったり，母親に特定の働きかけを要求する場面であったりする。)
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これまで行われた多くの母子相互作用の研究の結果を検討するときには，それぞれの研究が

どのような状況下での観察によって進められたかを考えでなくてはならない。母子の行動に

どのような制約を与えるかということにおいても，母親にとってのその場面の心理学的意味

においても，それぞれの状況は奥なっていると考えなくてはならないであろう。こうした問

題を検討することは母子相互作用研究の一つの課題であるJ(三宅・棟， 1982 p. 173-4 )。

このように文脈の中で行動の意味を考えるということは，上述の，生活場面の中で子どもの行

動を捉えなければならないという主張と歴史的視点から発達の過程・国果関係を捉える必要性の

指摘とも重なっているといえよう。

E 討 論

以上のような三宅先生の理念・提言を私たちはどのように受け止め，引き継いでいったらよい

のかを以下では検討をしてみることにする。

1.生活の中の間題解決の発達心理学研究

先生が繰り返し批判ささているように，確かに現実の問題から離れた心理学知識は限定的な有

用性しか帯びていないのであり，生活の中の問題にそれを直ちに結びつけてもその実際的な意義

が生じてくることはないといえる。したがって，まず，実験室での実験，統制した観察では仮説

を立てることを呂指し，それをもって現実の中に入って再検討してみるという研究の進め方が，

妥当かっ必然なものといえよう。同様の視点は村田(1975)によっても f発達的復元Jというこ

とばで言い表されている。つまり，条件統制した状況から得た心理学的法則は，生活の中で再検

討し，全体的な生活体系の文脈の中に関係づけ，そしてそれらを統合ことで現実的な姿に庚して

行かなくてはならないという。なぜなら，ほとんどの心理学的知識は抽象化されたものであり，

それを実践的なものにするためには何段縮かの焼き直しが必要だからである。そのため，たとえ

ば，発達心理学の研究者にとっては意義深い Piajetの研究にしても，保育者から見ると，実践的

な意味からはほとんど評価できないような知識に過ぎない(中野・大西， 1989)ことにもなり得

るのである。しかも，村田(1975)が示唆しているように，元々，生活水準への還元可能性を検

討することなしに検討された研究は，その成果が生活の中に戻ることはないのである。しかし，

このようなギャップがあるにもかかわらず，多くの心理学教育の中では実践者が心理学的知識を

“自発的に"応用することを期待して top-downの教授法でそれら教えてきたのではないだろう

か。

したがって，我々が，今後，受け止めなければならない課題として，条件統制による実験室研

究は発達現象解明の入口に過ぎないことを認識し，それを研究対象者の生活のシステムの中で再

考してみること，このような試みを通して心理学的知識とその現実の問題への適用との間の

ギ、ヤップを埋めていくことといえよう。

しかし，このようなギャッフを埋めることは一朝一夕にはいかないほどの多くの段轄を踏まえ

なければならないことも事実であろう。それを…つの研究で成すことも必要であるが，様々な段

階に位置する研究によっても可能ではないかと考えられる。つまり，一つの研究が基礎から実用

での全段階または分野を担うべきなのか，基礎から実用に至る様々な段階または分野の研究が存

在すべきなのかの問題といえよう。もちろん，このこつは二者択一というものではないこと

うまでもないことである。三宅先生は，このいずれの形態を取るにしてもこれまでの日本の研究
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者が現実の問題をほとんど、扱ってこなかったことを批判されていると思われるが，どちらかとい

うと前者を求めているように思われる。このことは法則の定立から偶性の記述へと研究を進めて

いくという先生の方法論に認められる。

ところで， Piaget (1970)はこのような基礎研究とその応用の試みとの関係について次のよ

うに説明している。まず，経済学のように，厳密な意味での実験的な試みが不可能なため，観察

可能な出来事を統計学的に処理することでしかそれができない分野では，応用研究は理論の実験

的な意味を持ち，それを刺激することで基礎研究の進歩をもたらし，そのことが，応用研究自体

の最大の利益にもなるという。医学もまた，その基礎を と生物学におきながら，むしろ応

用研究からの貢献に負うところが大きい科学といえる。このような応用が基礎に貢献する科学の

一方で，基礎が応用に進むものも有り得る。心理学の場合には，基礎研究は応用を当てにするこ

となしに実験法を使って進められるのでこの立場である。しかし，それにもかかわらず実験心理

学はその最初から多数の応用とかかわってきていることを彼は指摘している。たとえば，知能テ

ストの創始者 Binetがそうだという。このことは，心理学理論が人間の生活に関するものである

ために，最初から多くの実際的な問題の解決を求められるような状況のゆにおかれていたためと

いう。

ところが，まさにこのことが基礎研究に役立ち得る芯用研究が成立しなかったという開題をも

たらしただけでなく，概して，心理学の応用はほとんど心理学的知識の形成に貢献してこなかっ

たという結果をももたらしたことを Piagetは指摘しているのである。 Binetにしても披のテスト

から知能とは何かの理解に役立つものは伺も得ていないのである。つまり，応用心理学研究は，

研究課題が基礎研究によって十分に深められ，それを形作っているメカニズムが知られる以前に，

常に，特殊な範囲(particu肱 sector)で得られた知識をすぐに応用しようとしたり，行動の達

成度や結果ばかりを評価しようとしてきたのである。そのために，現在のように，基礎研究と応

用研究の両者ともに，結局は，現実の開題の解決に向らの貢献もできないような不毛の道を歩む

ことになったのではないだろうか。

しかし，個々の研究がその実用性を視野にいれて成されなければならないかというと，そうと

はいえないであろう。最初は基礎と理論にしかかわらないように見えるような研究が，問題の解

決に最も興味深い問題も有り得るからである。 Piagetは物理学，化学，生物学などの自然科学

ではこれまで多数の確かな (va1id)応用研究が成されているが，それは，むしろ基礎研究，そ

れも時には実用とは全く無関係な純粋に理論的な研究からさえも予期せぬ結巣として生まれてい

ることをあげ，最初に実用性から研究領域を限定することは，結局，問題の全貌を把握すること

を困難にしてしまうにすぎないと批判している。つまり，人間科学の役割は，その知識の全てに

おいて価値ある応用の度を増していくことであるが，そのためには，基礎研究が応用性という基

礎に縛られることなく十分に発展することが必要であり，実用研究(practical work )が理論研

究(theoreti回1reserch )から弧立して存在するということは結局，実用研究自体の有用性

( e鐙ciency)を減少させてしまう危険性に満ちているというのである。

このように，研究者が現実の問題に関心を持つことは必要ではあるが，その前に，基礎研究が

十分に成されているかを問うことが必要なのではないだろうか。たとえば，三宅先生が批判され

ているように，保育の爵題に多少なりとも罷与した，または，している発達心理学者は少なくは

ないであろうけれど，保育の基礎研究に関与している研究者はどれほどいるのであろうか。安易

な実験室的なの知識の応用に基づく心理学万能の誤認・幻想が，実用研究を安易なものとみる習
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慣を生み，それを自ら見下すようになり，結局は保育の心理学的基礎研究の成立を妨げてしまっ

ているのではないだろうか。そして，このことが，発達研究者が心理学的知識の過度の一般化と

いう拙速から抜け出せないでいるというブーメラン効果をもたらしているのではないかと思われ

る。したがって，我々がいま関い直さなくてはならないのは，どの様な研究形態・研究体制をと

るにしても，発達研究が実用に足りるだけの基礎研究と理論を形成しているかどうかということ

といえよう。

2.モデルと世界観の構成

次に心理学が現実の問題の解決に寄与する場合には，どのような形態が考えられるのかを検討

してみたい。このもっとも典型的なものは，臨床心混学や精神分析学，精神病理学などの心務臨

床の分野といえよう。この分野では，よく知られているように，様々な心理テストなどによって

個々のクライエントの精神状態を浮き彫りにする技法が開発されてきた。つまり，心理学的な「技

法Jが現実・側々人の間麗の解決に有効である場合といえる。

しかし，これらの分野でも，単に実用的な技法ばかりが研究対象とされるのではないことも明

かである。つまり，クライエントの精神状態のそれぞれの出現様式は，いわば，自然発生的にな

された実験場面からの結果と考えることができ，治療的な働きかけによる行動変容過程は，発達

的統合の過穏を逆にたどることができるということから理論化の試みが可能であり，実際にもフ

ロイド，エリクソンの発達理論などが提出されているのである。このことは個々人を対象とした

実践的な研究から理論化へ向かうことができることを示唆しているといえよう。

ところで，上述したように，三三宅先生は，一方で現実生活の中の子どもについての観察と実践

から出発した研究の必要性を主張され，他方でまず実験案での観察を行いそれを生態系の中で確

認するという研究の方法論提起をされている。その理由として，様々な要因が複雑に絡み合う現

実場面で偲々の行動を記述するよりも，ある程度統制された状洗の中での観察の方が行動を支配

しているコンテクストとその行動との関連を見つけやすいからだと説瞬している。しかし，上に

記したように，臨床的な視点から行動の機造，コンテクストを捉えることは可能なのである。同

じ様に，俄々の子どもの行動を自然の実験室という観点から「発達過程の臨床的視点jで捉える

方法も考えられるのではないだろうか。反対に，実験室での統制条件で得られた抽象的な心理学

的な事実を，次に現実の問題にあてはめようとしても，既に述べたように，その焼き直しが必要

であり，そのままあてはめることは菌難なのではないだろうか。このことは，とりわけ，実験室

で創られた心涯学的な知識・法則が“技法的"な場合にいえよう。たとえば，子どもの要求に母

殺はどう答えるのがよいとか，何歳になれば分離不安を克服できるように導けるかなどである。

このような問題対処の技法の研究は，むしろ，現実の子どもの観察から出発した方が稔り豊かと

いえるであろう。

このような心理学的技法による場合のほかに，心理学的知識の形成が現実の問題に関与で、きる

もう一つの形態が考えられる。どちらかというと，この方が本震的に思われるo それは，モデル

の構成と世界観の構築である。心理学が人閣の行動を対象としている以上は，それが実験室での

分析的な方法による説明を話的としていても，“生の"行動の臨床的な理解であっても，人間の

行動は需じ働きかけから異なる結果が生まれ，異なる働きかけから同じ結果が生まれることがあ

る得るのである。そこで，観察された行動自体に意味を求めるよりも，その根底にある心理的な

構造を描き出すことが求められているのである。しかし，そのような機造を実際にあばき出すこ
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とは困難で、しかないであろう。なぜなら，それは実在する一定の形態としてよりも，諸条件の関

係性の構造であると考えられるからである。そのため，それらはそデルとして描かれることが最

適となるであろう。そして，そのようなモデルは，研究主題にとって必要かつ十分な条件を簡潔

に明示するとともに，必要な場合に具体的な場面の要求に合わせてそれを再構造化できるような

認識論・世界観を根震に伴っているものでなくてはならない。前節で記した十分な基礎研究が確

かな応用を有無という Piagetの指摘も，技法の応用という意味ではなく，多分，このような認

識論的モデル，すなわち，理論を意味していると解釈される。つまり，ニモデルは複雑多岐な現実

の世界に構造を与え，そのことによってその説明力をもたらすのである。

このような現実の問題との関わり方の例は，昨年改訂された幼稚閤指導要領，保育所保育指針

における発達観の変遷に認められる。 70年代はじめに作成されたそれらの出版では，無力で保護

を要する幼児， Piagetの発達段婚に縛られ自己中心的な幼児という発達観から描かれ，そのよ

うな段階から抜け出すために保育者の社会化の働きかけが強調されていた。しかし，改訂された

新販では，乳児でも能動的に環境と関わることができ，主体的に課題に取り組むことで子どもた

ちは発達を生み出していくということが強調されている。このような発達観の変化は， 70年代半

ばからの発達心理学における乳克研究の成果， Piagetの発達段階論の克霞しなどが，このよう

な「コンピテントな乳幼児jというモデルに集約され，新たな発達観の形成をもたらし，そのこ

とを過してこうした問題に心理学的成果が関わった結果ではないかと推察される(中野， 1990参

照)。

このように，現実の興題との輿わりの一つの在り方として，モデルとそれが意味する世界観の

構築があげられるのである。しかし，その際にも，個々の問題を説明するような個別の事実とそ

こから築き上げた知識とを下敷としていなくてはならないことも確かで、あろう。そのような心理

学的な事実の積み上げのないままt世界観だけが一人歩きする盗が，まさに，三宅先生の批判して

きた過度の一般化といえよう。

3.発達過程における影響関係の開題

発達研究の自襟は，変化の結果ではなく変北の過程の説明や予灘することであり，そのために

はある程産長期にわたり頻聞に子どもの縦断的観察を行うこと，多様な場面を設定して行動とコ

ンテクストとの関係を明らかにすることが必要であることを三宅先生は記されている。このこと

から次の課題が導き出される。一つには，発達の過程を解明するにはどれほど頻繁に観察を行え

ばよいのかということがあげられる。もう…つには，発達過程における影響関係はどの様な構造

からなっているのか，つまり，たとえば，ある母親の働きかけが子どもに彰響を及ぼすとしたら，

どのような過程を経て，どの様な行動に現れるのかということである。このこつは，後者が明確

になれば前者が確定し，前者によって後者が描き出されるという関係にあり，不可分のものとい

える。

どれほど頻屈に観察するかということでは頻度が高い方がデータの精震は増すことは明かであ

るが，現実的な実行可能性とそこにどのような構造を期待できるかというデータの実効性とが問

題となる。頻度がいくら高くてもそこから得たデータに何らの構造が認められない場合には無意

味なものになってしまうのである。そもそも，全ての醤巣欝係を取り入れた発達の過程を描くと

いうことは，どれほど観察頻震をあげて，どれほど多数の変数を測定しても囲難なのではないだ

ろうか。なぜなら，発達の過程自体が概念的・モデル的な存荘といえるからである。それ故に，
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それが探索的に成された研究であっても，あらかじめその構造のモデルを検討しておくことが必

要なことといえよう。この意味では，むしろ，いきなり探索的な縦断研究を符うよりも，まずは，

そのようなモデルの構築を目指した横断的な研究が十分に意味のあることと考えられ，縦断研究

に先立つてこれを行っておくことも有用と考えられる。

一方，影響関係の構造を検討する場合には，考慮すべき 3つのことがあげられる。第一に，あ

る原簡が影響を及ぼす範囲である。母子愛着関係の研究からは，それが社会情動行動から賄題解

決課題への取り組み方にまで影響することが示されている(たとえば， Matas， Arend & Sroufe 
1978 )。このような範盟の検討は，愛着研究における凶ler幽 wor治19modelのような背後にある操

作構造を明らかにすることを導くであろう。

第二に，影響関係の時間構造の問題である。発達の過程の時間の流れを背景としているが，そ

れには一般的に考えられている直線型に加えて聞帰型と発散型とが考えられる。たとえば，母子

のやりとり場面を想定すると，そこには母親と子の双方の働きかけのレパートリィないしモード

の由帰的な変動，両者のやりとりが向調するように進む直線的な過程，ある時点でのあるモード

でも向調から別なモードでの向調に切り替わる発散的な変化が考えられる(中野， 1989参照)。

このような影響関係の多様な時間的構造は長期的な発達過程の中でも見いだされるであろう。し

たがって，この「多時期構造jの解明自体もまた，発達過程の研究の一つの課題となるといえる

であろう。

第三に，影響関係の性質の問題である。たとえば，母子関のやりとりの場部で，その時々の母

子の相手への働きかけの様式は，その場で得た相手からの応答によっても決められるが，それば

かりではなく，むしろそれにも増して，その場面以前までの両者の関係を基礎にしてなされてい

ると考えられる。つまり，それまでの椙友関係から，相手をどう評価し，どう認知したらよいか

という内的なモデルを構成し，それによって働きかけ方を決めていると仮定される。 Piaget

(1970 )は，このような人龍行動にみられる器果関係の特質を次のように示唆している。つまり，

物理学的な悶果関係は結果が均質で，与えられた過程に対しで国常であるが，人間の行動では悶

じ結果が異なった過程から生じることがあり得るのであるという。なぜならば，人簡の意識状態

と意識状態との間は盟果関係そのもので国定した関係にあるのではなく，広い意味での含意

( implication )でつながっているからである。したがって，一つの行動が持つ意味は尉の行動を

誘発する原因というのではなく，その行動が暗示されるだけなのである。それ故に，内的な他者

モデルによって相手ごと，場部ごとに働きかけの様式を選択的に変えるという“秘儀"が生じて

くるのであるといえよう。

このようなやりとりを媒介している内的な過程に焦点を当てていくことは，縦断的な観察の意

味ーをさらに深めることになるであろう。今後，我々が発展させるべき課題の一つである。

おわりに

以上，三宅先生が提起された発達研究の課題を管見し，それに対する検討を加えてみたが，い

ずれの問題も大きなものであり，ここでの検討だけでは全く不十分でしかない。もとより，先生

が長年かけけて抱いてこられた問題であるだけにそうぞう簡単に克服できないことはさ当然であ

る。今後，さらに検討を重ねていくことが我々に課された責務といえよう。



124 教育学部紀委第55号

引用文献

Kagan， J， (1967) On the need for relativism. A脚叩anPsycholog叫 22，131-142. 

Matas， L.， Arend， R. A.， & Sroufe， L. A. (1978) Corr出凶tyof adaptation in the second year : The relationship 

between qualii.y of attaclunen and later competence. Child Developmemt， 54， 932-940. 

三宅和夫 (1972)，発達心理学の歴史と方法，藤永保(綴)児童心理学第10章，有斐関。

三宅和夫 (1973)，概観児童心理学の進歩， 12巻 1-22，金子書薦。

三宅和夫(1976)，幼児心理学，共立出版。

三宅和夫 (1986)，発達研究に関するノートー城戸先生との出会いとにかかわらせて一，北海道大学教育

学部紀姿48号， 1 -150 

三宅和夫 (1990)，子どもの個性一生後2年間在中心に一，策京大学出版会。

三三宅和夫・棟 省仁(1982)，乳幼児発達研究の新しい動向(2)，兇主義心理， 166-184，金子書房。

宮本美沙子(1988)，概観児童心理学の進歩， 27巻 1-26，金子書房。

村田孝次(1975)，発達心理学的方法心理学研究法 1 八木見(編) 続有恒，八木箆(監修)

方法論，東京大学出版会。

中野 茂(1989)発遼心理学の影と陰発達， 10巻40号， 75-83，ミネルヴァ議事房。

冷野茂(1990)，90年代の保育とは発途心理学と保育の場から，発達， 10巻42号， 50-59，ミネルヴァ

誉房。

中野 茂・大西道子(1989)，保育者が重視する心理学的知識と経験的知識との間一保育者養成の心理学

教育の方向を探る一，保母養成研究 7号 44-55。

Plaget， J. (1970a)岱leplace of the sciences of man in the system of sciences. 日釘perTorchbooks. Ha予er

& Row: New York. 


