七
ゆ

ニューズレター

ニューズレター

痩身会員についてのお知らせ

本会では．終身会員制度を設けております。
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日本発遼心理学会の3つの取り組み
本郷一夫（東北大学大学院教育学研究科)hongo@sedtohokuac:jp

社会的養産を必要とする子どもたちの情緒．行動上の特徴と
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第2期に続き．一般社団法人日本発達心理学会の
代表理事を務めさせていただくことになりました東北
大学の本郷一夫です。1989年12月の学会股立以
来．開かれた学会運営と常に新たな試みに挑職してき
た日本発迩心理学会の歴史と伝統をしっかりと受け止
め.&引き続き．役員の方々とともに日本発遠心理学会

2つ目は，研究の国際化を通した発連心理学研究の
発展です。日本発達心理学会は．毎年，国際ワーク
ショップの開催．大会時における外国の研究者の騒
淡・シンポジウムなどを通して海外の研究の知見を取
り入れてきました。また．最近では 英国心理学会発
連部門との交流による日本人研究者の派遺，英文蓄籍

のさらなる発展に取り組んでいきたいと思います｡

(Frontiers inDevelopmental PsyChology

代表理事として第3期の2年間に取り組みたいと
考えている課題は．大きく3つあります。 1つ目は．

Research:JapanesePerspectives｡ひつじ書房．
2016)の出版などを通して．傭報の海外発侭にも取

公呪心理師法成立後の対応です。日本発湾心理学会

り組んでいます。このような国際化は.必ずしもそれ

は;;公麗心理師の専門性の向上に向けた椴々な活動に
積樋的に関わっていきたいと考えています。それと同
時に．箆感達心理士認定運営機構を支える役割も引
き続き担っていきます。これらの心理蔵の専門性を高

自体が「目的」ではありません。むしろ．発達心理学
研究を充実発展させるための「手鋤であると言え
ます°その点を踏まえ．今後国瞭共同研究の推進も
含め．研究の国際化とそれを通した組織的な発達心理

める活動に対する関わりによって･支援を必要として

学研究の挙方について接肘していきたいと考えてい

たいと考えています。

学会の社会的役割を意識した活動のさらなる充実で

一方で 公認圃里師の養成を目指す大学においては
学部・大学院のカリキュラムの再編が求められると予
想されます。それに関連して，学部，とりわけ大学院
において学生が発遮心理学を学ぶ時間が少なくなるこ
とが心團されます。心理学についての桶広い知臓を
拮った公露心理師が誕生することは非常に重要なこと
です。しかし．それが発達心理学を学ぶことの少な
さ．さらには発達心理学分野の研究者養成の幅を狭め
ることになってしまってはいけないと思います。その
点で．日本発連心理学会として学部生．大学院生が
発達心理学を学び発達心理学の研究を推進できるよ
うな環境作りについてさらに検討していきたいと考え

す。東日本大震災後5年以上が経過しました。時間
の経過に伴って解決した問題もあります。しかし．依
然として残されている問題，時間とともに変化した周
題，新たに出現した問題もあります。蹄間軸の中で人
を捉えることを特徴とする発連心理学は，これらの問
題の解決に量も寄与できる学問領域だと考えられま
す。また，その支擾や研究を通して褐られた成果は，
国内外における今後の災害鮪の支擾に役立ちうると思
います。その点で．東日本大霊災後の支擾の継続とそ
の活動を通して褐られた知見をしっかりと蓄狽してい
きたいと考えています。
さらに．児童虐待．いじめ．不登校など,子どもを

ています。

取り巻く危機も一向に改善の兆しはありません。この

いる人々のニーズに添った支暹方法の葹立．発違支擾
を支える発遮心理学的知見の蓄積などを目指していき

ます。
3つ目は．第2期の取り組みにも掲げた発達心理
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Kishimoto.T.,Ando.J.･Tatara.S､,Yamada.N.

＊岸本健さんのプロフィール＊
親子問で展開される相互作用に関心があります。チン

を抱くことができた。あとは授乳が軌道に乗るまで．
気長に見守るぺき状況だった。ところが生後4Bで

Konishi'K',KImura,N.'Fukumori,A,,&To‑

パンジーの研究と並行して.ヒトの親子閥係,特に乳幼
児の指さし行動から始まる親子間のやり取りについて
も研究を統けています。行動観察を用いた研究スタイ

ヒトが母親から子どもを引き離し その槻子はTV放
映された。現在の国際的な椴準では．チンパンジー母

最初に抱いていたのだから，授乳以外の養育行動は引

monaga.M・(2014).Alloparentingforchim‑

子を分離して人工保育するのは原則禁止されている。

視点で讃える意味でも.私たちはこの事例に対して稠

獣医学的理由で人工保育を選択せざるを得なかった場

学の浪でもって注視していく必要がある。

Anih,/"O/Ogy. 730.96‑102.

PanzeeIwins.Scだ""WD卿OrtS,4.

ルは学生時代から変わりません｡目を凝らす日々です。

合でも.できる限り早期に母親のもとに戻すことが推
奨され．国内外の成功例も多数報告されている。今回
の事例では．子どもは獣医学的にも比較発連科学的に
も全く問題がないように見受けられた。しかし生後半
年になる今も．この子どもは母親から離されたまま育
てられ、動物ショーのあとに一般公開されている。発
達を支える基盤となる母親との関係を断たれ，ヒトの

チンパンジーとヒトの比較から見たアロマザリング
林美里・友永雅己（京都大学屋長類研究所)hayashi.misato.4e@kyotc‑u.acjp
ヒトとチンパンジーは．踊乳綱サル目（霊長類）ヒ
ト科に分類され．両種の逓伝子の違いは1.23％だ。
踊乳類は．卵ではなく赤ちゃんを産み．母乳を与えて
育てる。そのため踊乳類の母子は妊娠と授乳の期間．
密接な関係にある。子どもの養育期間は．ヒト科でと
くに長期化している。チンパンジーでは約5年間．
母親は一人の子どもを育てることに専念する。
チンパンジーの子どもは1歳前後まで．ほぼ母親
に密着してすごす。母子ともに慣れれば子どもが空
腫になると自力で乳首に近づき授乳がはじまる。その

ため．チンパンジーの子どもはほとんど泣く必要がな

に．子どもが母親以外の他者とかかわるということ
だ。母親によるマザリングがあるからこそ，アロマザ

リングが成り立つ。
チンパンジーはヒトの進化の隣人だ。彼らを対象

環填で不自然な生活を余儀なくされている。チンパン

ジーは生後半年頃からミルク以外の食物もロにする。
母乳は出なくても,母親であることに変わりはない。

き出せるに違いない。アロマザリングについて幅広い

い

＊林美里・友永雅己さんのプロフィール＊
京都大学霊長類研究所にくらすチンパンジーや，アフ
リカにくらす野生チンパンジーなどを対象に比較認知
科学研究をおこなっている。最後に紹介した事例につ

いて．以下のホームページで母子の再会にむけた雲要
害を公開している。SAGAホームページ:http://
www.saga‑ip.org/

に．ヒトの認知樫篭の進化的基墜を探る研究が数多く
おこなわれてきた。初期のチンパンジー研究では．母

親のいないチンパンジーの子どもをヒトが育てて研究
がおこなわれた。ヒトの環境で．ヒトが母親代わりと
なって育つと．チンパンジーはその知性を柔軟に発揮
して ヒトに近い振る舞いをする。手話や人工薑塞を
覚えるなど．チンパンジーの高度な知性が次々と明ら

職銅
数の初期発達とシンボルシステム
山形恭子（京都ノートルダム女子大学)yamagata@notredame.acjp
最近は子どもが音声曾寵の護持にともなって文字．
数も絵のシンボルシステムを如何に習禰するのかを，
特に数に熊点を当てて1〜3歳児で取り組んでいま

を探りその発捧的怜遷づけを明確にできればと考え
ています。その際．摩庭におけるインフォーマルな数
活動を数能力の基礎と捉えて1歳からの数活動を追

す。シンボルシズテムの発連は古典的テーマですが．

究しています。

く． ヒトの赤ちゃんに比ぺて静かだ。母親と−箱にい
ることで．子どもは程特有の才塗的行動を学習する。
さらに母親を安全碁地として．周囲に探索の範囲を広
げる。チンパンジーは長い時間をかけて，道具使用や

かになった。一方．ヒトに育てられて同種の遊び友達

ができない．交尾や育児ができない．とその影響は

坐塞卜必須であるだけでなく，表歎概能と関連する重

近年の数発達研究は乳児研究が隆盛し．その成果か

季節ごとに変わる食物の程類や鳴所を覚える。

50年と言われるチンパンジーの生涯に長く禍根を残

要な問題です。文字はこれまで年長幼児以降の暁み害

ら乳児が2つの数システムをもつと主委されていま

チンパンジーの母親は ほぼ一人で子育てをする。
チンパンジーは乱婚型の父系社会で．子どもの父親が
雄か不明だ。男性は全体で．集団を守り．母親から離
れはじめた子どもと遊ぶ，という父親的な役割をはた
す。女性は思春期に隣の集団に移るが．その前に母親
が弟妹を産むと．姉によるアロマザリング行動が見ら
れる。マハレという調査地からは．重度の障害をもつ

す。

き能力で検対されてきましたが 上座のシンポルシス
テムの初期発連やシステム間の関連はほとんど解明さ
れていません。これらのシンボルシステムは「書・描

す。また.Geimanらの計数原理もよく知られていま
すが．乳児期以降に数発達が如何に進展し、年長幼児
の数理解・産出に達するのか．その道箆は十分弱らか

がいないとチンパンジーらしい行動ができないこと
もわかった。あいさつができない．遊びや毛づくろい

ヒトもチンパンジーも．育児行動は遺伝的にプログ
ラムされていない。うまく子育てするには生後の社

の点で．ヒトとの違いが示唆される。ヒトの保育所な

体の変化を待つことができる。この間に．チンパン

どのように，社会システムとしてアロマザリングが存
在するわけでもない。だが．子どもをもつ母親が近く
に集まり．子ども同士が遊ぶ姿はチンパンジーでも見
られる。母親一人では大変な子育ても．築団内でおこ
なわれるとアロマザリングによってサポートされる
のは，チンパンジーでも同じだ。ここで重要なのは．
母親の存在がすぺての前提で，母親との関係を基盤

ジーの母親の育児行動をいかに引き出すか．飼育する
側の努力が試される。
昨年9月，熊本県の施設でチンパンジーの母親が
子どもを産んだ。父親は1Vバラエティーにも出演し

子どもを母親と姉が協力して育てた事例も報告されて
いる。ギニアポッソウのチンパンジーでは，祖母が
若い母親による孫の育児を手助けした事例もある。飼
育下では．非血録のチンパンジーでも．アロマザリン

グ行動を見せる（本特集の岸本を参照)。
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チンパンジーは，利他的行動の自発性継続性など

会的学習が重要だ。ヒトは．経験者の話を聞き．育児
害やネットなどで情報を得ることができる．チンパン
ジーは．自身が母親に育てられた経験をもち．身近に
子育て中の母親がいると 初産でも子どもを抱いて育
児をはじめる可能性が高い。そういう経験がない飼育
下チンパンジーでは，出産直後に子どもを抱かず逃げ
てしまうことがある。子どもを抱いても．初産の場合
は母乳が出るまでに時間がかかる。チンパンジーもヒ
トも．新生児はしばらくロから栄養をとれなくても死
なない体の仕組みになっていて．5日間程度は母親の

かれたもの」の理解亜出を指し，表妃システムとい

ではありません。年長幼児・就学児に関しては多くの

われます。表配システムは発連順序に差があり．音声

研究が報告され.Dehaeneらの脳研究を踏まえたモ

雷麗による表現と異なる側面をもっています｡特に、

デルも提翼きれていますが.発運初期に関しては実証

これらの表現媒体によって内面的な思考イメージ活

研究の困難さも関係し､資料が十分とは言い難いです。

動の深化と拡大が想定されます。最終的に思考・イ

私はお母椴のご協力をえて1〜3歳の約2年間にわ

メージ活動の解明を目指していますが．現在は登山で

たる縦断研究をおこない．養育者とのやりとりを介し

いえば3合目をさまよい．最終の頂上までの迦程は

た数唱・計数・数読字数書字・数助詞手指使用の

遥か遇いです。

多橡な数活動を見出しました（山形 印刷中)。また．

ず，人工授精を重ねた結果の出産だった。母親は集団

私はすでに絵･文字の初期発連を探り・成果の−蝋
を公刊し（山形. 2000.2013).シンボルシステム
問の発生・分化過程も畑ぺています(Yamagata.
2007)。また．文字では表肥間の臓別を「表配知職」
の視点から分析しました。今は数能力の初期発連に取
り組み．システム間の分化過程とそれらの特徴の解明
に努めています。数発連研究では叶数・基数・計算．
数概念を中心に個別の能力に着目されてきましたが，
数表肥（数跳字省字）を考慮した研究はおこなわれ

数表配（数読字）に閲して子どもが周囲の環境にある
カレンダー・エレベータ・吋計，絵本などの事物の数
を既みとる「数認識」も示しました。このような数認
職は新たな数発達の契機となる可能性が窺えますが，
上記の数活動は特定の状況における断片的な数理解に
とどまっています。今後はこれらの数活動が体系的数
理解へ発展ずる過程と翌因を探り．シンボルシステム
に関する初期発連の解明を通じて学習障害の子ども達
にも寄与できればと思っています。

内で実の母親に育てられたので，出産直後から子ども

ていません。そこで．数表妃を含む数活励の発生渦纒

愚後に研究から感じたことを書いてみます。私はこ

て有名になったチンパンジ−だb自然な交尾はでき
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