
はじめに

「発達と学習」は、文部科学省が定める教職科目の中で「幼児、児童及び

生徒の心身の発達及び学習の過程（障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達

及び学習の過程を含む）」と規定されている科目である。教員として、幼児・

児童・生徒等の教育を担うには、成長過程にある幼児・児童・生徒の心理

的特徴をよく理解したうえで指導を行う必要があり、発達の理解は欠かせ

ないものである。また、授業や指導を行う中で、効果的な学習を目指すた

めには、心理学で研究されてきた学習、記憶、動機づけ等の科学的研究の

成果を理解したうえで、授業法や評価の工夫を行っていくことが大切であ

る。さらに、発達障害は、教員として必ず知っておくべき心理的障害であ

る。実際の教育場面では、先輩教員や心理専門職等の助力を受けながら、

発達障害によって困難が生じる学習活動や社会的活動への支援を適切に行

っていく必要がある。

教員を目指す大学生には、「発達と学習」は教職科目として必修であるが、

それ以上に内容を十分に理解して、将来的に応用できることが求められる

教科である。そのため、本書『Next 教科書シリーズ 発達と学習』では、

「発達と学習」に求められる「発達」の理解（第Ⅰ編：第 1〜4章）、「学習」の

理解（第Ⅱ編：第 5〜10 章）、「発達障害」の理解（第Ⅲ編：第 11〜12 章）の 3本

柱について、半期の授業の回数を考慮した構成とした。また、基本的に必

要なことがらを網羅して説明するとともに、さらに学習を深めるためにや

や専門的な内容も含める内容としている。授業の際に活用するだけでなく、

自己学習にも役立てていただければ幸いである。

最後になったが、本書の刊行にあたり、弘文堂編集部の世古宏さんには、

企画の段階から大変お世話になり、また原稿のとりまとめには大変にご苦

労をおかけした。執筆者を代表して、心より感謝の意を表したい。

2016 年 1 月

編者を代表して 内藤佳津雄
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第
1
章

発
達
と
は

本章のポイント

本章では、発達と学習を学んでいく第 1歩と

して、発達とはどのような概念なのか理解を深

める。第 1に、発達の背景にある考え方、発達

心理学の歴史について理解を深める。第 2 に、

発達には、生得的（遺伝的、先天的）な要因と経

験的（環境的、学習的）要因が影響を及ぼしてお

り、両者の関係についての諸説を理解する。第

3 に、本書が対象とする乳児期から青年期の各

発達段階の概要について知り、2 章以降の各領

域に関する理解の基礎としてほしい。以上のこ

とから、教育と発達の関係を理解し、教育の目

標や方法を考えるうえで、発達を理解すること

の重要性について学ぶ。



1 発達の理解

A 発達とは

「発達」という語は、日常生活の中では「産業の発達」、「低気圧の発達」

といった使い方をされている。いずれも規模が大きくなっていったり、機

能が高まっていったりする様子を発達と呼んでいる。

心理学では、人の一生にわたるさまざまな変化のことを発達と呼んでお

り、その研究分野を発達心理学という。かつては、誕生から成人にいたる

成長の過程が重視され、その研究分野は「児童心理学（Child Psychology）」と

呼ばれていた。この「児童」という語は、18 歳未満の子どものことを指し

ている。この時代には、成人になると成長は完成し、成人期以降はその機

能が維持あるいは低下していく時期とみられ、特に老化が著しくなる老年

期は衰退の時期として捉えられていた。発達という語のイメージも、子ど

もが「成長」して成人になるまでの期間が当てはまる感じがする。しかし、

人間は成長であっても、老化であっても、生物学的な変化に応じて、社会

的環境の中でさまざまな経験を積み、適応して変化していくことができる。

生物学的な成長や衰退だけに着目するのではなく、環境の中で経験による

適応や変化を重視した考え方が「発達」であると考えることができる。現

在では、誕生（あるいは受精）から死にいたるまでの一生の変化を生涯発達

と捉え、連続的な変化の過程と捉えるようになっている。

B 発達心理学が生まれるまで

ヨーロッパの社会では、中世から近世まで子どもは大人とは違う存在だ

とは考えられていなかった。子どもは「小さい大人」と捉えられており、

大人と子どもには質的な違いが認められていなかった。その考えに異議を

唱えたのがルソー（Rousseau, J. -J.）である。1762 年に刊行された著書『エミ

ール』で子どもは独自の存在であることを唱えた。そして、子どもは本来、

善であり、その本質を伸ばしていくのが教育だという考えを示し、これが

現代的な教育思想の出発点として位置づけられている。子どもへの実践的

な教育としては、1800 年前後にはペスタロッチ（Pestalozzi, J. H.）が民衆に対
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する初等教育の実践と理論を示し、その教育理論は 1840 年にフレーベル

（Fröbel, F. W. A.）による世界最初の幼稚園の設立につながっていった。

一方、心理学の歴史は、1879 年にヴント（Wundt, W. M.）が、ライプツィ

ヒ大学に世界で最初の心理学実験室を設立したことによって始まった。発

達に関する研究としては、1882 年にドイツ人のプライヤー（Preyer, W. T.）

が、自分の子どもを出生直後から 3歳になるまで観察した成果をまとめた

著書『児童の精神』を刊行した。この著書によって、子どもを長期的に観

察研究するという発達心理学の研究方法が確立されたと考えられる。発達

心理学の研究に大きな影響を与えたピアジェ（Piaget, J.）も、この研究手法

を用いた。アメリカでは、ヴントの教えを受けて帰国したホール（Hall, G.

S.）が児童研究運動を興し、発達心理学の基礎を築いた。ホールの研究は

児童に留まらず、青年期の独自性に着目し、1904 年には著書『青年期』を

出版している。ホールは児童心理学（その後の発達心理学）の創始者と位置づ

けられている。ホールの児童研究運動は日本にも影響を及ぼしており、

1898（明治 31）年には、月刊の専門誌である『児童研究』が刊行され、1902

（明治 35）年には、『日本児童学会』が発足している。

2 発達に影響をおよぼす要因

A 成長・成熟、学習とは

成長とは、身長や体重の増加といった身体的な量的な増加を指す言葉で

あり、誕生から成人にいたるまでの期間の大きな特徴である。成熟とは、

青年期に第二次性徴が出現し、生殖機能が完成されていくことを指すが、

幅広く成長と同様の意味を指す場合もある。いずれも、生得的に組み込ま

れた生物学的あるいは遺伝的要因によって生じるものである。一方で、人

間はさまざまな環境の中で、さまざまな経験をすることで変化を遂げてい

くことができる。同じように成長しても、育った環境や経験が違えば、で

きることや知っていること、考え方や行動が異なる。心理学では、経験に

よって、比較的永続的に行動が変化することを「学習」と呼んでいる。つ
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まり、発達には、成長や成熟をもたらす生得的要因（遺伝的要因、先天的要因、

生物学的要因ともいう）と学習による経験的要因（環境的要因、学習的要因ともい

う）の両方が影響を与えていると考えられる。

誕生から成人するまでの成長の期間では、心身の成長による変化が著し

く、そこに目がいきがちである。しかし、心身の成長に合わせて、どのよ

うな学習をするのかということが、発達に大きな影響を与える。だからこ

そ、子どもが新しい経験をし、学習する機会を設ける「教育」には大きな

意義があるといえる。

B 生得的要因と経験的要因

発達は、主として成長に関する生得的要因（遺伝的要因、先天的要因、生物学

的要因）と環境の中で学習をしていく経験的要因（環境的要因、学習的要因）の

両方の影響を受けていると現在では考えられている。しかし、歴史的には

生得的要因が決定的な影響を持つと考える生得説が先行していた。

［1］生得説

生得的要因が発達において決定的に影響を持っているという考え方を生

得説（遺伝説・先天説）という。近代以前のヨーロッパ社会では、生まれこそ

が人生を決定する要因であった。また、1859 年に発表されたダーウィン

（Darwin, C. R.）の「種の起源」による進化論も、発達心理学の中で種として

の生得的要因を重視する立場に影響を与えたと考えられる。

ゲゼル（Gessel, A.）は、発達を決定する要因として、生得的要因を重視し

た「成熟優位説」で知られている。ゲゼルらは、双子の子どもを対象とし

た階段登りを題材にした研究を 1929 年に発表した。その研究では、まず、

生後 46週の双子の子どもの一方に 4、5 段ほどの階段を上がる練習を 6週

間継続した。その結果、26秒で階段を上がることができるようになった。

その時点（生後 52週）の段階で練習をしていなかった方の子どもに階段登

りをさせると 45 秒かかった。しかし、そこから同じように階段登りの練

習を開始すると、2週間の練習期間だけで 10秒で階段を上がれるようにな

ったのである。この結果から、ゲゼルは、発達に決定的に影響を持ってい

るのは生得的要因であるという「成熟優位説」を主張した。もちろん、ゲ
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ゼルは、発達において生得的要因だけが決定要因になるのではなく、学習

の必要性も認めている。しかし、学習が成立するためには一定の成長や成

熟が必要であり、十分に成長・成熟した後でないと、学習は有効ではない

という考え方であり、生得的要因の優先性を示した説であるといえる。こ

のようにある知識や技術についての学習が成立するために十分な成長・成

熟の状態をレディネスという。

［2］学習説

一方で、生得的要因ではなく、経験による学習こそが発達を決定づける

という考え方を学習説（経験説、環境説）という。行動主義の心理学を創設し

たワトソン（Watson, J. B.）は、自分に子どもを預けてくれるならば、どんな

職業にでもしてみせると言ったことで有名である。人には生得的要因の違

いはなく、人間の知性は経験による学習によってのみ習得されていくとい

う経験重視の考え方である。ワトソンの発言は、生得的要因を一切排除し

た極端な説ではあるが、学習の重要性が認識されるのに大きく貢献したと

考えられる。

このように、かつては極端な生得説や学習説も主張されていたが、現在

では、生得的要因と経験的要因の両方が発達に影響していると考えられる

ようになっている。しかし、どちらの要因の影響が強いのか、どのように

2つの要因が関係し合っているのか、ということについては、いくつかの

考え方が提案されてきた。

［3］敏感期

カモなどの鳥類には、孵化した後に初めて見た動く対象を追う行動が持

続的にみられる。このように、特定の時期に特定の刺激によって生じた反

応が、そのまま永続的に継続してしまうような学習を刻印づけ（インプリン

ティング）という。刻印づけは、生得的にそのしくみが組み込まれていると

考えられ、いったん成立してしまうと永続的であるが、生後間もない一定

期間内に特定の経験をしなければ成立しない。つまり、経験的要因は決定

的に必要であるが、それは生得的要因なしには生じない。生得的要因と経

験的要因の 2つの要因を必須とする発達の現象であると考えられる。人間
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にも、たとえば、歩行などの運動機能や母国語の理解や発話については、

誕生後の早い時期から幼児期の初期において、特定の経験をすることによ

って学習が成立し、その時期を過ぎると学習が成立しなくなると考えられ

てきた。このような学習が成立する限られた期間を臨界期という。特に誕

生後すぐの時期が臨界期となり、その後の行動に大きな影響を与えるよう

な経験を初期経験という。ただし、近年では、臨界期と考えられていた期

間以降であっても、適切な関わりや教育をすることで習得ができるように

なった事例も示されている。しかし、運動や母国語の習得には幼児期の初

期までの経験が重要であるという研究結果も多く、この時期を逃したら学

習できないという意味での臨界期ではなく、刺激を受け入れやすく学習が

行われやすい時期という意味で、敏感期と呼ぶようになっている。

［4］輻輳説

シュテルン（Stern, W.）が提唱した輻輳説では、生得的要因と経験的要因

が加算的に働き、発達が決定されると考える。シュテルンは 1900〜1930

年代ごろに活躍した心理学者である（たとえば、著書『幼児期の心理』は 1914 年

刊行）。輻輳とは「寄り集まる」という意味である。ただし、領域によって

影響を与える生得的要因と経験的要因の強さはさまざまであると考えられ、

その考え方はルクセンブルガー（Luxenburger, J. H.）の図式として示されて

いる（図 1-1）。中央に引かれた縦線はちょうど生得的要因と経験的要因が

半々影響を与えていることを示しており、X（発達的現象）＝E（生得的要因）

＋U（経験的要因）として示される。中央よりも左寄りでは、生得的要因が

強く、右寄りであれば経験的要因が強いということになる。しかし、この

説では生得的要因と経験的要因は独立して加算的に働いており、一方が強

く現われるならば、他方は弱くなると考える。ルクセンブルガーの説は、

対極説とも呼ばれている。

［5］相互作用説

現在では、生得的要因と経験的要因は加算的ではなく、相互に作用して

積算的に発達に影響を及ぼしていると考えられている。これを相互作用説

という。しかし、生得的要因と経験的要因のどちらが優位なのか、経験が
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どのように生かされるのかといった点について、いくつかの考え方が提案

されている。

（1）環境閾値説

相互作用説の初期的な研究として、ジェンセン（Jensen, A. R.）が 1960 年

代に発表した環境閾値説がある。ジェンセンは、発達の遺伝的な要因が実

際に現れるために必要な環境的要因の程度があり、それを環境閾値と呼ん

だ（図 1-2）。この図の中で、一番左側にある曲線 Aは、環境的な要因が貧

弱でも遺伝的な要因が現れる領域であり、身長が例示されている。身長の

高さは、遺伝的な影響が強く、環境的要因に関わらず、その特徴が現れる

と考えられるが、それでも極端な栄養や運動の不良状態は発育を妨げるだ

ろう。一方で、図の中で一番右側の曲線Dは、環境的要因が豊富に働かな

いと遺伝的要因が表出しない領域であることを示しており、たとえば音感

が例示されている。遺伝的な要因も必要ではあるが、それが表面に現れる

には相当の経験や訓練を要するということである。ジェンセンの理論は遺

伝的な要因の発現という観点から環境を捉えており、生得的要因を重視し

た相互作用説と考えられる。

（2）ピアジェの均衡化説

ピアジェは、自分の子どもの知的発達に関する詳細な観察をもとに生得

的要因と経験的要因の相互作用による認知発達理論を提唱し、発達心理学

の研究に大きな影響を与えた。ピアジェは 1896 年に生まれ、最初は生物

学を志し、若くして研究が認められていたようであるが、発達心理学に転

向し、1920 年代頃から多くの著作を発表してきた。中でも 1950 年刊行の
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図 1-1 ルクセンブルガーの図式

（岡田，1954 に基づき作成，原図は高木正孝による）



『発生的認識論序説』全 3巻はその集大成として位置づけられる。

ピアジェの理論では、シェマと呼ばれる外界への認知の枠組みを想定し、

まずはそのシェマを使って外界への認識を「同化」させるが、やがて現実

の認識に問題が生じるとシェマを「調整」することによって、認識を変化

させる。この過程を均衡化といい、生得的な認知の枠組みが出発点になっ

て、経験的要因を同化によって取り込み、調整によって修正しながら新し

い枠組みを作り出していく相互作用による発達理論であると考えられる。

詳しくは、第 2章を参照してほしい。

（3）言語獲得の相互作用説

乳幼児期における母国語の習得は「言語獲得」と呼ばれる。言語は人間

独自のものであり、人間独自の言語や認知のしくみに関する生得的要因と

乳幼児期の言語や認知に関する経験的要因の相互作用によって、発達する

と考えられる。しかし、生得的要因と経験的要因の捉え方や関係について

はさまざまな理論が提出され、議論が行われている。

言語学者のチョムスキー（Chomsky,N.）は、乳児から幼児になる短い期間

に、環境や経験の違いにかかわらず、またどの言語にも共通的に同様の言

語獲得が可能であることなどから、人には種として固有の言語獲得装置が

生得的に備わっており、それが乳児期から幼児期に接触した言語経験に応

じて発現し、母国語の獲得が図られるという言語発達の理論を提案してい

る。この理論では、言語の統語規則（文法）の獲得を中心として、人間とい

う種に特有の言語に特有な生得的要因の役割を重視している。乳・幼児期

10 第 1章 発達とは

100％

可
能
性
が
顕
型
化
す
る
率

0％ 0
きわめて不適

環境条件がどの程度発達に適しているか
最適

特性D

特性 C

特性 B

特性A

図 1-2 ジェンセンの環境閾値説の模式図（東，1969図に基づき作成）



の言語経験はその発現に必要ではあるが、経験が貧弱でも言語獲得は可能

だと考える（Chomsky, 1986）。

一方で、言語獲得に特化した生得的要因の存在とその影響力の強さにつ

いては異論が主張されている。たとえば、比較行動学者であり発達心理学

者のトマセロ（Tomasello, M.）は、チンパンジーなどの他の哺乳類と比べて、

人間は他者の行動の背後にある意図を推測し模倣できるということが特徴

であることに着目した。その能力を基盤にして、周囲の人と社会的な関係

を形成し、他者の意図を推測していく経験の中で言語が獲得される経験的

要因により重点を置き、言語特有の生得的な獲得装置を仮定しない言語獲

得理論を提案している（Tomasello, 2003）。

3 発達段階と発達課題

A 発達段階とは

子どもの成長を見ていると、徐々に成長していき、発達は連続したもの

に見える。しかし、運動、知的行動、社会的行動のいずれをみても、質的

に大きな変化をする転換点があり、発達上の大きな節目になる時期によっ

て、段階的な発達を想定することが多い（発達段階）。発達段階は、生物学的

な大きな変化をもとにしているが、社会文化的な期待に応じて規定されて

おり、特に子どもの発達段階は学校制度と密接に連動している。生涯発達

論では受精から死までを一連の過程として考え、胎児期、乳児期、幼児期、

児童期、青年期、成人期、老年期という区分で発達段階を考えることが多

い。発達の領域によっては、さらに各期をいくつかに分割して考えること

もある。ここでは、教育の中で関わりが深い乳児期から青年期までの特徴

を概観する。領域ごとの詳細な発達の特徴は、第 2〜4章を参照してほしい。

また、記述中の月齢・年齢の表記は平均的なものであり、個人差が存在す

る。特に教育の場面では、前の発達段階の特徴がみられる子どもがおり、

発達の個人差の理解が重要である。
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