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巻 頭 言

Profile─横田正夫
日本心理学会理事長。日
本大学芸術学部映画学
科卒業後，同大学大学院
文学研究科心理学専攻
博士前期課程修了，大学
院博士後期課程満期退
学。その後，群馬大学医
学部精神医学教室に勤
務し，統合失調症の認知
障害の研究を行う。1991
年に日本大学文理学部心
理学科に専任講師として
就職，2000年から現職。
医学博士，博士（心理
学）。著書は『精神分裂
病患者の空間認知』（日
本心理学会モノグラフ委
員会），『アニメーション
の臨床心理学』（誠信書
房），『大ヒットアニメで
語る心理学』（新曜社）
など。

　「自他の逆転」とは，自己と他者の逆転，という意味ですが，これだ
けでは何のことか分からないと思います。かれこれ30年ほど前，統合
失調症の認知障害についての研究を始めたころ，精神科医の安永浩の

『ファントム空間論』に出会いました。この空間論にパターンの逆転と
いう考えが紹介されていました。自己と他者の関係では，通常は，自己
が他者に対して優位になっている。すなわち他者は自己でないものとし
て定義できるが，自己は他者でないものとしては定義できないという関
係があり，統合失調症ではこの関係が逆転する。つまり他者によって自
己が規定されるような事態が生ずる。こうした論に出会い，統合失調症
の認知障害の研究を続け「統一的視点の設定困難」というように私なり
に障害の特徴をまとめました。これは断片化した描画が多いことを説明
しようとした概念でした。しかし断片化しているとはいえ断片化された
ものに対する自己の視点は保たれていますので，そこではまだ自他の逆
転が捉えられているわけではありませんでした。
　その後，統合失調症の症例を，長期にわたって，描画を使用して追跡
する検討を行ったところ，断片化の著しい描画に出会いました。私の
行っている描画法は，私が編み出したもので「草むらテスト」と命名し
ています。これでは「草むらに落とした500円を探している自分を描い
てください」と教示し，描画を求めます。私の出会った統合失調症の症
例の一人では，500円玉を大きく金色に輝かせて描き，自分に当たるも
のは，目と指の先のみになっていました。この症例には，神を見る体験
があり，500円玉が光り輝いているというところに神の体験が描かれて
いるらしかったのです。この描画では明らかに外界の500円玉が優位で
あり，自己はそれに圧倒され，身体をひとつのまとまりとして維持でき
ていませんでした。安永の「自他の逆転」のあらわれでした。
　最近，この「自他の逆転」が，身近なものになっているようです。と
いうのも映像メディアの中で，他者に圧倒され，自己がなくなってしま
うような体験が描かれ，なかには大ヒットした作品もありました。メ
ディアの描く世界が，徐々に，統合失調症の精神病理の世界に接近して
きました。そしてその体験世界が感動的なものとして描かれ，観客に提
供されています。しかし統合失調症の「自他の逆転」では，それは自己
を震撼させ，恐懼させる，想像を絶した体験となるはずのものなのです。

自他の逆転
日本大学文理学部心理学科 教授
横田正夫（よこた　まさお）
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輸入された5台すべてが現存する
『ヒップのクロノスコープ』

法政大学文学部心理学科 教授

吉村浩一
Profile─よしむら　ひろかず
京都大学大学院教育学研究科教育方法学
専攻博士課程満期退学。京都大学教養部
助手，金沢大学文学部講師，助教授，明
星大学人文学部教授を経て，2003年より
現職。専門は知覚・認知心理学。著書は

『運動現象のタキソノミー』，『逆さめがねの
左右学』（いずれもナカニシヤ出版）。

①�東京大学に残るわが国への
最初の輸入品

②�京都大学に残る 2番目に古
いもの

③�東京大学に残る航空研究所
が購入したもの

④東北大学に残るもの

⑤関西学院大学に残るもの

①

③

②

④ ⑤
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心理学ミュージアム

　年配の心理学者に「心理学の古典的実験機器といえば？」と尋ねると，ほとんどの人がこの名をあげる
くらい，『ヒップのクロノスコープ』は代表的な機器です。「ヒップ（Hipp）」というのはこの機器の考案者

（Matthäus Hipp, 1813-1893）で，「クロノスコープ」とは「時間測定装置」の意味です。この装置が有名な
のは，実験心理学の父と言われたヴント（Wilhelm Wundt, 1832-1920）が，この装置をライプチッヒ大学の
彼の実験室で反応時間測定に用い，学位を取るために彼のもとにやってきた世界中の研究者たちがこの装置
を広めたためです。
　ヒップのクロノスコープは，歯車の複雑な組み合わせを電磁石と錘で制御することで，1秒の1000分の1，
すなわち1ミリ秒まで測定できる優れものでした。ただし，その精度を維持するには，こまめなメンテナン
スとこの装置を使いこなす心理学者の職人技を必要としました。子どものころ，自転車の後輪のスポークに
厚紙を当て，バタバタと音を立ててバイク気取りで乗り回していた思い出をお持ちの方もおられると思いま
す。ヒップのクロノスコープはまさにその要領で，1ミリ秒まで測定できる精度で稼働しているかどうかを，
ガンギ車と呼ばれる特殊な歯車が跳ね上げる板バネの音の高さをたよりに判断していたそうです。そのよう
なわけで，使い勝手は必ずしもよいといえない時間測定器でした。
　ヒップのクロノスコープは1840年代から作られはじめ，その後さまざまなメーカーが手がけましたが，
日本に輸入されたものはすべてE.Zimmermann社製でした。それには，ライプチッヒにいたヴントの影響
が大きかったと考えられます。E.Zimmermann社は1887年にライプチッヒで創業し，ヴントの研究室で使
われる心理学実験機器を数多く作っていたからです。
　わが国への輸入記録が残るヒップのクロノスコープは5台あり，それらすべてを左ページに掲げることが
できました。というのも，輸入されたすべてが現存しているからです。最も古いのは東京大学に残るもの
で，1901年に東京帝国大学の心理学教室が導入した記録があります。次に古いのは，京都大学に残るもので，
備品台帳（京都帝国大学文科大学物品監守簿　心理学教室之部）への登録年は1906年でした。
　これら2台には，古さの証となる共通点があります。上下に並ぶ時計の文字盤のうち，上が1/10秒以下
の時間を表示するのに対し，下は10秒までを表示する文字盤ですが，そこにメーカー名が示されていま
す。この点は，ほかの3台と同じですが，製造年の古い上述の2台だけ，メーカー名が「E.ZIMMERMANN 
LEIPZIG」となっています。この会社はライプチッヒにありましたが，1906年以降，本社機能をベルリン
に移したため，それ以降の製品に表記されるメーカー名は「E.ZIMMERMANN LEIPZIG-BERLIN」へと変
えられました。
　三番目に古いのは，東京大学に残る2台目の機器ですが，これは心理学教室ではなく，東京帝国大学付属
の航空研究所が導入したものです。この研究所は1918年に作られ，いくつかある研究部門の一つに航空心
理部があり，心理学教室の松本亦太郎教授らが嘱託として兼任していたため，2台目の購入が可能になった
と想像できます。導入年は航空心理部ができた1920年頃と考えられます。
　残る2台は東北大学と関西学院大学のものですが，導入時期はほぼ同じと推測できます。東北大学に残る
機器の受け入れ年が1925年であることは記録に残っていますが，関西学院大学のほうの受け入れ年はわか
りません。関西学院大学の心理学教室が1923年に創設されたことと考え合わせると，こちらのほうがわず
かに早かったかもしれません。いずれにせよ，この2台はよく似ており，製作年もほぼ同じと考えられます。
　ヒップのクロノスコープについては，Thomas Shravenという研究者が，2004年にその名も「The Hipp 
Chronoscope」というタイトルの長い論文を書いています。その際，わが国に残る個体についても調査が行
われ，E.Zimmermann社製のものが4台掲載されています。残る1台の関西学院大学のものが見落とされて
いたのです。戦前，特に昭和に入るまでは，帝国大学以外で輸入品の導入は難しく，調査が私立大学まで及
ばなかったのだと思われます。2013年から日本心理学会資料保存小委員会が行ってきた調査により，関西
学院大学に第5のE.Zimmermann社製のヒップのクロノスコープが存在することを公にできました。そうし
た成果は日本心理学会が運営する「心理学ミュージアム」の「歴史館」に掲載されています。左ページの5
台に関しても，さまざまな角度から撮影した精細画像が掲載されていますので，メーカー名の記載なども確
かめてみてください。
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特　集

　「セックス」という単語を見て，読者のみなさんはどう感じますか？　

「いやらしい」「けしからん」と思ったり，恥ずかしく感じたかもしれ

ません。そこまでではないにしても，白昼堂々この単語と向き合うこ

ともそう多くはないでしょう。しかし考えてみてください。セックス

と完全に無縁な人間はいないのです。

　人間は誰しも生殖としてのセックスを通じてこの世に生を受けま

す。そしてセックスに興味を持ったり，それを楽しむこともあります。

素晴らしいものである一方で，望まない妊娠やセックスを通じた感染

症の問題もあります。私たちにとってセックスは非常に重要で身近な

トピックです。しかし私たちはセックスについてどの程度知っている

のでしょうか。

　この特集では，興味深く謎めいたトピックであるセックスについて，

心理学や関連領域の研究知見を紹介します。心理学がセックスについ

てこれからどう取り組んでいけるのか，それを考えるきっかけになる

ことを願っています。

� （樋口匡貴）

心理学はセックスを
理解しているか
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心理学はセックスを理解しているか

性はなぜあるのか，なぜ雄と雌なのか
　そもそも性はなぜあるのだろうか。無性生殖
する生物も多いなかで，性（有性生殖）にはど
ういう有利さがあるのだろうか。無性生殖の場
合，親の体の一部から新個体が生じたり，胞子
から別個体が生じたりするので，生殖のために
他の個体と出会う必要はない。しかし，有性生
殖では同種の他個体を探し，二つの配偶子（生
殖細胞）を合体させねばならない。動物では，
精子を産出する雄と，卵子を産出する雌がい
て，異性と出会わないと生殖できない。有性生
殖は無性生殖と比べて明らかに効率が悪く，メ
イナード＝スミスはこのことを「性の二倍のコ
スト」と名づけた。
　このようなコストにもかかわらず性がある適
応的な利点に関して，広く受け入れられている
説明が，ハミルトンが提唱し，リドレーが命
名した「赤の女王仮説」である。『不思議の国
のアリス』の中で赤の女王は，「その場にとど
まるためには，全力で走り続けなければならな
い」と語ったが，「赤の女王仮説」のポイント
は，生物の生存のためには止まることは許され
ないということである。ハミルトンは寄生者

（病原体）と宿主の間には，恒常的に軍拡競争
が存在し，寄生者の多様で素早い攻撃に対し，
宿主は有性生殖による組み換えで常に遺伝的多
様性を保持し続ける必要があると主張した。今
風に言えば，致命的な被害をもたらすパスワー
ド解読に対抗するには，不断にパスワードを更
新せねばならないということである。
　ただし，赤の女王仮説は有性生殖の適応的利

点を説明するものの，なぜ雌雄という性の分化
が進化したのかまでは説明できない。そもそも
雌とは，栄養分を含む大きな配偶子（卵）を少
数産出する性であり，雄とは，サイズは小さい
が高い運動能力を有する配偶子（精子）を大量
に産出する性である。受精後の発生や生存にお
いては，栄養分を多く含む大型配偶子（卵）が
有利であるが，受精以前の配偶子の出会いにお
いては，運動性に富む小型配偶子（精子）が有
利である。二つの選択圧に対して配偶子が機能
的に分化したことにより，出会いの機会を上げ
つつ，受精卵の生存率を上げることが可能に
なった。

性選択の理論
　雄と雌は，同じ生息環境で生活し，同じ食物
を食べ，同じ捕食者から身を守り，すなわち同
じ自然選択圧にさらされながら，なぜかくも大
きな性差があるのだろうか。ダーウィンは，雌
雄間に見られる体格，体色，角や牙，寿命や死
亡率，行動様式などの性差が，自らが『種の
起源』（1859）で明らかにした自然選択説だけ
では説明しきれず，自説に対する挑戦と悩み，
1860年代は性差研究に没頭した。その集大成
が『人間の由来と性選択』（1871）である。こ
の書の中でダーウィンは，自然選択とは別のメ
カニズムとして性選択の理論を提唱した。すな
わち，生物の繁殖（配偶や養育）については，
雌雄間で異なった選択圧が作用すると考えたの
である注1。
　ダーウィンの性選択説の骨子は，雄間競争と

ヒトのセクシャリティの
生物学的由来
東京大学大学院総合文化研究科 教授
長谷川寿一（はせがわ　としかず）

Profile─長谷川寿一
東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。文学博士。専門は動物行動学，進
化心理学。著書は『進化と人間行動』（共著，東京大学出版会），『人間の性はなぜ
奇妙に進化したのか』（訳，草思社），『思春期学』（共著，東京大学出版会）など。
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雌による配偶者選好の二つである。雄は限られ
た配偶機会を求めて同性どうしで熾烈に争う。
ゆえに闘争で有利になるような大きな体格，角
や牙などの武器が進化した。他方，雌雄間で
は，雄は派手な装飾や一見奇抜なしぐさでさか
んに求愛し，雌は慎重に配偶相手の雄を選ぶ，
とダーウィンは論じた。雄間競争については，
多くの動物群で明白な証拠があり広く受け入れ
られたが，雌による配偶者の選好については，
実証的な証拠がまだ乏しく約一世紀にわたって
研究は停滞した。ヒト以外の動物で，雌に雄を
選ぶ審査能力が備わっているというダーウィン
の考えも長らく葬り去られたままだった。
　『人間の由来と性選択』から100年後の記念
シンポジウムで，トリバースは親の投資（将来
の繁殖機会を犠牲にして現在の子の生存を上げ
る親の養育投資）という観点から，ダーウィン
の性淘汰説を大きく改訂した。すなわち，親の
投資の小さなほうの性が大きな性との配偶機会
をめぐって同性間で争い，親の投資の大きな性
が配偶相手を選好するとした。この親の投資説
によって，雄が子育てを担い，雌が雄に対して
派手に求愛し複数の雄と配偶するような性役割
が逆転している種（例えばヒレアシシギ）につ
いても統一的な説明が可能になった。さらに今
日では，潜在的な繁殖速度（配偶子産出と配
偶努力，養育努力の総和でみた速度）の性差と
それによって決まる実効性比（ある時点で繁殖
可能な個体の性比）を考慮することにより，性
選択の方向性がより一般化されて理解されてい
る。例えば，タツノオトシゴの仲間では，雄が
全面的に子育てを担うにもかかわらず，雄間競
争が強い。これは，雌による卵産出のコストが
大きく，雌は子育てしなくとも，潜在的繁殖速
度が雄よりも遅いからである。
　どのような雄が雌から選好されるかについて
は，子育ての協力や餌の提供など子の数や生存
率への貢献が具体的に示される場合（直接的利
益）と，雄親の遺伝的な質の高さを子が引き継
ぐ場合（間接的利益）がある。後者については
ランナウェイ仮説や優良遺伝子モデルなど多様
な説明がなされている。また，特定の雄がすべ

ての雌から普遍的に好まれる配偶者選好ではな
く，それぞれの雌ごとに雄の好みが異なること
もあり得る。MHC（主要組織適合遺伝子複合
体）に注目した遺伝的適合性による配偶者選好
の研究はネズミ，ヒト，魚類などで行われている。

配偶中・配偶後の性行動と性的対立
　上に述べた性選択の理論では，雌雄が配偶に
至るまでの同性間競争と配偶者選好が研究対象
であるが，近年では，配偶中あるいは配偶後の
雌雄関係に関する注目が高まっている。配偶中
に行われる雌の選好行動の例としては，雌によ
る交尾時間の調節が挙げられる。グッピーやガ
ガンボモドキの雌は，好みの雄との交尾時間を
長くするのに対し，好みでない雄との交尾時間
は短く，少数の精子しか受け取らない。配偶後
のニワトリの雌では，好みでない雄との配偶後に
生殖腔から精子を排出することも知られている。
他方，雄の側でも配偶の前後に雌が他の雄と交
尾しないように雌の自由な行動を束縛する行動
がみられ，配偶者防衛行動と呼ばれる。とくに
交尾後ガードと呼ばれる防衛行動は多くの種で
知られるが，トンボのタンデム飛行（雄が尾の
先の把握器で雌の首根っこを押さえつけ，産卵
まで強制連行する行動）はその典型例である。
　雄が防御しきれず，雌が複数の雄と交尾する
場合，卵への受精をめぐって複数の雄由来の精
子が争う精子競争が生じる。乱婚的な種の雄
は，雌が特定の雄としか交尾しない種の雄と比
べて，精巣サイズが大きく，活性の高い精子を
より大量に生産する。トンボでは，先に交尾し
た雄の精子を次の交尾雄が雌の体内から掻き出
す行動もよく知られ，精子置換と呼ばれる。
　かつての動物行動学では，繁殖という同じ
ゴールを共有する配偶行動は雌雄間の協調的行
動であるとみなされていた。例えば雌雄間の求
愛シグナルのやり取りは性衝動を高め合う機能
があるとか，雌雄の複雑な生殖器は異種間交雑
を防ぐ鍵と鍵穴であるといった議論がよくなさ
れた。しかし，現代の行動学では，雄と雌では
繁殖をめぐって最適な戦略や形質は一致せず，
むしろ雌雄間で利害対立が頻繁に生じるという
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性的対立に関する研究が盛んである。
　先述の交尾後ガードは，雄にとっては適応行
動であっても，自由が制限される雌の立場から
すれば，採食時間やより好ましい雄との配偶機
会を奪われるわけで迷惑な行動である。キイロ
ショウジョウバエでは，雄は精子と共に有害物
質を雌の体内に送り，雌の性行動を抑制し寿命
を縮める。これも雌の再交尾を防ぎ，自分の精
子の受精確率を高める雄の利己的行動である。
同様に，ヨツモンマメゾウムシの雄は，交尾器
にトゲがあり交尾時に雌を傷つけ，雌の生存率
を下げてでも他の雄との再交尾をブロックす
る。詳しく述べる余裕はないが，雄の利己的行
動に対して，雌の側も多様な対抗戦略や防御形
質を進化させている。

ヒトにおける性選択－同性間競争の緩和と夫
婦の起源

　これまで述べてきた同性間競争，配偶者選
好，精子競争，性的対立などの理論と動物界で
の観察例はどこまでヒトに当てはまるのだろう
か。性選択の理論では，配偶努力と養育努力
の間にはトレードオフ関係があることが示され
た。哺乳類では，雌が妊娠し授乳するという制
約上，一般に養育努力は雌において大きく，大
半の種で配偶時の実効性比は雄に偏る（雄余り
となる）。結果，雄は養育より配偶により多く
の努力を費やす。実際，哺乳類の9割以上で，
雄は子の養育を担わず，雄どうしが激しく闘争
し，一夫多妻の社会を作る。対して，一夫一妻
社会の哺乳類は少数派で，その中でも雄が子の
養育に関わるのは全体の5パーセント程度に過
ぎない。ヒトはこのような例外的な哺乳類の一
種である。一夫一妻の哺乳類では，一夫多妻あ
るいは乱婚の哺乳類と比べて，闘争で有利とな
る体サイズや犬歯などの性差が小さいことが知
られているが，ヒトの場合，近縁種の大型類人
猿と比してこれらの性差が小さい。ゴリラやオ
ランウータンの雄の体重は雌の約2倍だが，ヒ
トは1.1 〜 1.2倍に過ぎない。すなわち，ヒトで
は男性間競争は相対的に穏やかであり，男性ど
うしが哺乳類としては例外的によく協力する。

　雄が子育てに貢献する哺乳類には，貢献しな
い種と比べて雌の養育コストが大きいという特
徴がある。すなわち，雄に貢献する余地があ
る。新世界ザルのマーモセットの雌は，自分の
体重の四分の一に相当する子を双子で出産し，
授乳するだけで手一杯なので，運搬や子守など
授乳以外の子育ては雄が分担する。ヒトにおい
ても，他の霊長類の基準に照らすとほぼ胎児状
態の無力な新生児を出産する母親の養育負担は
極めて大きい注2。人類進化史で，少なくともホ
モ属以降の人類（原人・旧人・新人）は狩猟と
採集を生業とし，共同体生活を営んできたが，
他の大型類人猿と異なり，子育てが共同体の母
親以外のメンバーによってサポートされてき
た。母親の親族（とくに子の祖母）や夫がその
代表である。
　男性が養育に参加することにより，男女間の
ペア（絆）形成が促されたことはほぼ疑いな
い。女性にとっては養育負担が軽減され，男性
にとっては父性の確実性が高まるという利点が
あるからである。しかし，男性の養育貢献度の
評価に関しては，研究者間で見解が分かれ，夫
の貢献度は祖母のそれよりもかなり低く，夫は
常によき父親とは限らないと主張する人類学者
もいる。にもかかわらず，女性が男性との絆を
維持する代替的な説明としては，常に多くの男
性からのハラスメントにさらされる女性には，
保護者としての特定の男性と共に暮らす利益が
あるというものである。

ペア外配偶と配偶戦略の性差
　ヒトの男性における精子競争（どれほど乱婚
的か）の程度については，霊長類における精巣
サイズの種間比較の研究がある。体重で補正し
た精巣サイズは乱婚的な霊長類で大きく，雌か
ら見て1頭の雄としか交尾しない一夫一妻や一
夫多妻の霊長類で小さい。ヒトの場合，この相
対値の大きさは一夫一妻社会の平均値にほぼ近
く，常識にも合致して，ヒトの男性はチンパン
ジーの精巣のような常習的に乱婚できるような
巨大な生殖器を有していない。
　しかし，ヒトにおいて夫婦以外の異性との配

ヒトのセクシャリティの生物学的由来
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偶がしばしば生じることもまた明らかである。
鳥類に目を移すと，そのほとんど（約95パー
セント）が一夫一妻であるにもかかわらず，ぺ
ア外交尾や（父性判定によって明らかになる）
ペア外の父親の存在が広く報告されている。ヒ
トでも鳥でも，ペア外配偶は大っぴらではな
く，むしろ低頻度で密やかに行われている。
　ある一時点を切り取れば，ヒトの婚姻形態は
一夫一妻的にみえるが，男女間の性的絆は長い
年月の間で変化していく。愛が失せてしまった
仮面夫婦は珍しくなく，離婚と再婚は小規模伝
統社会でも普通に存在する。一生という長さで
考えれば，ヒトの配偶関係は，入れ替りがない
強固な絆の夫婦からパートナーが頻繁に入れ替
わる連続的ペア形成までさまざまな多様性が存
在する。
　米国の進化心理学者のバスは，配偶戦略に大
きな性差が存在することを示した。一連の調査
によると，性選択説の予測どおり，男性はより
多くの相手との配偶機会を求める短期的配偶戦
略を志向する傾向があり，女性はより少ない相
手との長期的配偶関係を志向する傾向があるこ
とが示された（図1）。ただし，これは統計的な
差であり，同性内でも大きな個人差が存在する
点にも留意する必要がある。配偶戦略の個人差
に影響する要因に関する研究も数多いが，結果
は必ずしも一貫していない。他の動物では，雄
間競争は繁殖期にさしかかった年齢の雄で顕著
に観察されているが，人間でも男性どうしの殺
人や喧嘩，ひけらかし行動は，20代前半の男性
においてピークを示すことが報告されている。
　バスはまた，性的嫉妬にも大きな性差が見ら
れることを示した。場面想定法を用い，自分の
パートナーが，自分以外の相手と性交渉を持つ
ことと，相手にすっかり心を奪われることのど
ちらにより強い苦悩を感じるか尋ねると，米・
日・韓いずれにおいても，男性は肉体関係につ
いて，女性は恋愛感情についてより強い性的嫉
妬を抱くことが示された。また，ドメスティッ
クバイオレンスやストーカー行為も男性から女
性に対して向けられることが圧倒的に多い。こ
れら男性の性的嫉妬やハラスメント行動は，動

物の雄の配偶者ガード行動に通じるものであ
り，男女間の性的対立の表れである。

おわりに
　以上，ヒトのセクシャリティの生物学的背景
について，進化理論に照らしながら述べてき
た。ヒトは生物であるので生物の基本原理が当
てはまる部分が少なくない。と同時に，人は社
会・文化的存在であり，人のセクシャリティも
社会・文化的要因の影響を大きく受ける。本稿
では，生物学的要因と社会・文化的要因の相互
作用まで述べる余裕はなかったが，人の性を理
解する上で非常に重要なポイントとなる。女性
のセクシャリティや同性愛についての生物学的
考察も十分できなかったが，別の機会に紹介し
てみたい。

注1　現代の進化理論では，性選択は自然選択の一部と
みなされている。

注2　直立二足歩行に伴う産道の相対的縮小と新生児の
脳容量増加により早産化が生じた。

文　献

M・リドレー／長谷川眞理子（訳）（2014）『赤の女王：
性とヒトの進化』早川書房

J・M・ダイアモンド／長谷川寿一（訳）（2013）『人間
の性はなぜ奇妙に進化したのか』草思社

日本生態学会（編）（2012）「第5章 性淘汰Ⅰ」「第6章 
性淘汰Ⅱ」『行動生態学』共立出版

図1　アメリカ合衆国の学生がそれぞれの期間内に
望む性的パートナーの数（Buss�&�Schmitt,�1993 よ
り描く）
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はじめに
　2017年4月，生涯未婚率（50歳までに一度も
結婚したことがない人の割合）が過去最高との
ニュースが流れた。国立社会保障・人口問題研
究所（2017）の報告によると，2015年の段階で
の生涯未婚率は男性で23.4％，女性で14.1％と
のことであった。これはある程度予想されてい
たこととはいえ，男性の約4人に1人，女性の
約7人に1人が生涯未婚という現状にはやはり
驚愕する。現在，結婚の約9割が恋愛結婚であ
ること（国立社会保障・人口問題研究, 2016），
また，現代においては恋愛や結婚とセックスが
不可分であることを踏まえると，セックスに関
する諸事は，単にそれのみの問題としてではな
く，少子化や介護問題とも密接に絡み合う問題
として浮かび上がってくると言えるだろう。

愛という名のもとに
　私たちのセックスに対する態度は時代と共に
どのように変化してきたのであろうか？　それ
を探るための一つの指標として，婚前交渉への
許容度，すなわち結婚前の男女の性交渉に対す
る考え方を取り上げてみよう。図1は，婚前交
渉に対して，「結婚式がすむまでは，性的まじ
わりをすべきでない〈不可〉」あるいは「深く
愛し合っている男女なら，性的まじわりがあっ
てもよい〈愛情で可〉」が選択された割合の年
次推移を示したものである（NHK放送文化研
究所〔2015〕の調査では4択であったが，図に

は〈不可〉と〈愛情で可〉の数値のみを表記し
た）。1970年代から80年代までは，婚前交渉に
対して〈愛情で可〉よりも〈不可〉の割合が高
かったが，90年代に入るとそれが逆転して〈愛
情で可〉とする割合のほうが〈不可〉を上回る
ようになる。さらに，2000年代以降は，婚前
交渉を〈愛情で可〉とする割合は，〈不可〉の
それの約2倍にまで及んでいる。このデータを
見る限り，私たちは愛情を伴うセックスに対し
て寛容になった。言うなれば，愛の名のもとに
性が解放されたのである。そして，この性の解
放，「性の春」は，時代的には90年代中期に訪
れたとみなすことができるだろう。それは奇し
くも，宮台真司が性を売る女子高生に焦点を当
て『制服少女たちの選択』（1994年）を上梓し，
援助交際（エンコー）なる言葉が世間に流布し
た時期（1996年）との重複を見せている。

青年期におけるセックス
─セックスからの逃走とセックスとの闘争

追手門学院大学心理学部 教授
金政祐司（かねまさ　ゆうじ）

大阪大学大学院人間科学研究科で
博士（人間科学）取得。相愛大学
講師，大阪人間科学大学講師，准
教授，追手門学院大学心理学部准
教授を経て，2015年より現職。専
門は社会心理学。著書は『エピ
ソードでわかる社会心理学』（共編，
北樹出版）など。

弘前大学人文社会科学部 講師
古村健太郎（こむら　けんたろう）

筑波大学大学院人間総合科学研究
科博士後期課程修了。博士（心理
学）。新潟大学教育・学生支援機構
特任助教を経て，2017年より現職。
専門は社会心理学。論文は「恋愛
関係における接近・回避コミットメ
ント，感情経験と精神的健康の関
連」（『心理学研究』）など。

久留米大学文学部 講師
浅野良輔（あさの　りょうすけ）

名古屋大学大学院教育発達科学研
究科博士課程後期課程修了。博士

（心理学）。浜松医科大学子どもの
こころの発達研究センター特任助
教を経て，2016年より現職。専門
は社会心理学。著書は『計量パー
ソナリティ心理学』（分担執筆，ナ
カニシヤ出版）など。

図1　婚前交渉への態度の年次推移
（NHK放送文化研究所，2015）
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若者はセックスから逃走したのか？
　「草食系」という言葉が若者を修飾するため
の言葉として用いられ始め，それが人口に膾炙
してから久しい。「草食系」は，特に男子の「枕
詞」として使用されることが多く，また，近年
では，若者の「草食化」というように，若者が
全般的に恋愛や性に対する興味を失いつつある
傾向を表現する（あるいは，もう少し広義に若
者の欲望のなさややる気のなさを揶揄する）場
合に用いられることもある。では，男性（もし
くは若者）は本当に草食化したのだろうか？　
また，草食化したのであれば，それはいつから
なのだろうか？　図2は，未婚者のうち性経験
のない者の割合（セックス未経験率）を年齢
別，男女別に示したものである。確かに，セッ
クス未経験率は，18 〜 19歳と20 〜 24歳の男
女の4群すべてにおいて2005年をピークとし，
その後，2010年，2015年とその割合は上昇し
ている。この点から見れば，若者は，この10
年間に性に関して草食化し，セックスから逃走
しているように見える。しかし，図2を全体と
して見た場合，セックス未経験率は，1987年
もしくは1992年頃に回帰しただけと捉えるこ
ともできるだろう。同様の傾向は日本性教育協
会（2013）の報告においても見てとれる。先の
ように，「性の春」が90年代中期に訪れたので
あれば，現在の傾向は，若者の性に対する草食
化というよりは，一時の潮流からの揺り戻し化
と捉えたほうが妥当であろう（そもそも，「草
食系」という言葉がマスメディアに登場し始

めたのは2006年頃とされており〔森岡, 2009〕，
データ的にはセックス未経験率が最も低い
2005年とアイロニックな被りが見られる）。
　ただし，上記の調査（国立社会保障・人口問
題研究所, 2016）の「異性との交際状況」に着
目すると，その様相は若干変わってくる。異性
との交際状況について，恋人として，あるいは
友人として「交際している異性はいない」と回
答した未婚者の割合の年次推移を見ると（図
3），18 〜 19歳と20 〜 24歳の男女の4群すべ
てにおいてほぼ右肩上がりになっており，特に
男性でその傾向は顕著である。先のセックス未
経験率の推移と合わせると，若者（特に男性）
は，セックスから逃走したというよりも，親密
な関係から逃走した，あるいはその煩わしさゆ
えに，愛という幻想にしらけてしまったのかも
しれない。実際，髙坂（2013）は，近年におけ
る恋人を欲しいと思わない青年の増加を指摘し
ており，経年的なデータではないものの，現
在恋人がいない大学生のうち，恋人を欲しい
とは思わない者の割合が男性で28.7％，女性で
30.9％（論文の数値より再計算）にも上ること
を示している。また，今回，我々が独自に行っ
た18 〜 29歳の男女1380名（男性684名，女性
696名; 平均年齢=23.3歳, SD=3.4）を対象とし
たWeb調査（未発表）においても，恋人がい
ない者のうち，恋人を欲しくないと回答した者
の割合は，男性で33.8％，女性で43.7％と，そ
の年齢層は異なるものの，先の髙坂（2013）と
同様にかなり高い割合を示していた。

図 2　性経験のない者の割合の年次推移
（国立社会保障・人口問題研究所，2016）

図 3　異性の交際相手がいない者の割合の年次推移
（国立社会保障・人口問題研究所，2016）
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セックスへの関心はどこへ消えた？
　青年期の性的関心は，近年どのような傾向に
あるのだろうか。図4は，16 〜 19歳と20 〜 24
歳の男女別に「セックス（性交渉）をすること
への関心の有無」について，「とても関心があ
る」「ある程度関心がある」に回答した者の割
合を調査年度別に示したものである。全体的に
見ると，女性よりも男性のほうが，また，16 〜
19歳よりも20 〜 24歳のほうがセックスへの関
心は高く，特に，20 〜 24歳の男性は，年度を
問わず70％以上と高い値を示している。ただ
し，明確なトレンドはこの図を見る限り読み取
れない。強いて挙げるとすれば，20 〜 24歳の
女性のセックスへの関心が2008年以降緩やか
に減退していることぐらいであろう。
　日本性教育協会（2013）の報告でも，いまま
でに性的関心を持ったことがあるかについて，

「関心なし」とする者の割合は，男子大学生で
は，1999年 で0.5 ％，2005年 で4.4 ％，2011年
で4.4％と，それほど大きな増加は見られない
が，女子大学生では，それぞれ8.1％，10.1％，
26.0％と，その割合が近年増加傾向にある。ま
た，高校生については，性的関心を持ったこ
とがない割合は1999年から2011年にかけて，
男子では，7.1％，19.3％，25.0％，女子では，
20.7％，41.2％，53.5％とかなり増大している。
これらの結果から，近年，性的関心が低下して
いるのは，「草食化」が叫ばれる男性よりもむ
しろ女性においてであり，さらに，男女とも
に，性的関心を持つことに対しての遅延化が起

こっているとみなすことができるだろう（もし
くは，それを報告することに対する抵抗感が増
大しているという可能性もあり得るが……）。
　では，若者の「性的関心」ではなく，その直
接的な指標となり得る「性的行為」について
はどうであろうか？　先に触れた我々のWeb
調査では，18 〜 29歳の回答者に対して「イン
ターネット以外で，アダルトビデオ（AV）や
性的な描写を含む雑誌（ポルノ雑誌）を見る頻
度（アニメや漫画は除く）」，「インターネット
上で，アダルトビデオ（AV）や性的な描写を
含む雑誌（ポルノ雑誌）を見る頻度（アニメや
漫画は除く）」，また，「自慰（マスターベーショ
ン，オナニー）を行う頻度」について尋ねてい
る。その結果（図5），それらの行為について

「1週間に1回程度以上（ほとんど毎日，2 〜 3
日に1回程度，1週間に1回程度）」と回答した
者の割合は，ネット以外での性的描写の視聴に
ついては，男性全体の16.5％，女性全体の2.4％，
ネット上での性的描写の視聴については，男性
全体の54.1％，女性全体の13.4％，また，自慰
行為については，男性全体の75.3％，女性全体
の23.0％であった。男性に限って言えば，約半
数が1週間に1回程度以上の頻度でネット上で
の性的描写を視聴し，4人中3人が1週間に1回
程度以上の頻度で自慰行為を行っていることに
なる。この調査結果は経年的なデータではない
ため，それらの変化についての言及はできない
ものの，若者の性的関心がそれほど低くはない
ことが，あるいは，我々が操る糸を断ち切って
はいないことが，このような性的行為の頻度に
よっても示唆されていると言えよう。

セックスの導火線に火をつけるのは？�
─ 青年期の性的経験に影響を与える要因

　青年期の性的経験に対して影響を及ぼす可能
性のある要因とはいったい何だろうか？　先の
日本家族計画協会（2017）の調査によると，子
どもの性交開始年齢には，親や家庭環境が少な
からず影響を及ぼすことが報告されている。ま
た，大学生を対象とした調査研究では，ダーク
トライアド（自己愛傾向，マキャベリズム，サ

青年期におけるセックス

図 4　セックス（性交渉）することに関心があるとし
た者の割合の年次推移（日本家族計画協会，2017）
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イコパシー傾向という反社会性の高い三つの
パーソナリティ特性）あるいはサイコパシー傾
向自体が，短期的配偶戦略（複数の相手と短期
的に性的関係を築くような行動パターン）の取
りやすさやソシオセクシャリティ（コミットメ
ントのない相手と性的関係を築く傾向）の高さ
と関連することが示されている（Jonason, Li, 
Webster & Schmitt, 2009; Kastner & Sellborm, 
2012）。先に言及した我々のWeb調査において
も，ダークトライアドは男女ともにソシオセ
クシャリティと有意に関連するという上記の
研究と同様の結果が得られており（男性 r=.29, 
p<.001; 女性 r=.19, p<.001），本邦においても，
反社会性の高いパーソナリティ特性が，短期的
な性的関係，あるいはコミットメントのない相
手との性的関係の築きやすさを増大させること
が示唆された。ただし，青年期の性的経験に影
響を及ぼす要因に関しては，心理学の分野にお
いてこれまでそれほど多くの研究知見が蓄積さ
れているとは言いがたく，リスクのあるセック
スや望まないセックスといった青年期における
リスクファクター等を含め，今後，さらに検討
を行っていく必要があるだろう。

　��セックスの彼方─ まとめとして
　先にも触れたように，近年，恋人がいない若
者の増加，さらには，恋人を欲しくないと考え
る若者が増加していることで，セックス（ある
いは性的行為全般）をどう考えるかという問題

も顕在化してきていると言える。
セックスは消費なのか，生産な
のか。消費であればその対象は二
次元や画面上の人物でもかまわな
い。しかし，生産と考えるならそ
の対象は三次元である必要がある
のではなかろうか。恋愛や結婚と
セックスが不可分である現代にお
いて，セックスに関する問題は，
晩婚・非婚・少子化・介護・貧困
といった現代の日本が抱える大き
な問題とも密接に絡み合う。セッ
クスを考えることは広く社会の問

題に目を向けること，さらに言えば，社会のあ
り方について考えることにもつながっていくの
である。
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心理学はセックスを理解しているか

はじめに
　「80歳の私はこれからどうしていけばいい
のだろう」。セックスについてのインタビュー
後，ある男性が真剣かつお茶目な表情でつぶや
いた。セックスを考えることは，自分を掘り下
げ，未来を考えることにつながる。
　「高齢者とセックス」は，奥が深く広がりの
あるテーマである。恋愛や芸術，犯罪や病気と
も関係がある。高齢者が生きてきた人生の，夢
のように素晴らしいことも，身を焦がすような
過酷なことも，それによって起こった可能性が
ある。セックスやセクシュアリティに関する出
来事は，高齢者の健康，幸福感，QOLに決定
的な影響を与えることがある。高齢者は過去を
生きる人ではない。セックスによる影響は，こ
れまでのように，これからも高齢者の人生に及
ぶ可能性がある。性について語ることは，社会
的にタブー視されるが，特に高齢者のセックス
を語ることには，否定的な考えや固定観念が強
くつきまとう。高齢者の人生や生活に大きな
影響を与えているにもかかわらず，「高齢者と
セックス」は，表だってとりあげられることが
少ない。

フォーカスグループ
　ところで，私はセックスの専門家ではない。
臨床心理学の立場から高齢者に関わってきたこ
とから執筆依頼を頂いたのだと思う。新しい
テーマを頂き，「高齢者とセックス」をテーマ
にフォーカスグループを行うこととした。今

回の協力者は男性5人，平均年齢74.7歳（60 〜
80歳）であった。研究協力同意書に署名を得
て，レコーダーで録音，逐語録をおこし，分析
した。ここではその一端を紹介する。
　浮かび上がってきた主なテーマは，三つに分
類された。

　①若いときと比較した変化
　②自分にとってのセックスの意味
　③パートナーや他者との関係

①若いときと比較した変化
　「当然ですね，まあ回数とか」

　「体力の衰えはある」

　「自分は自分を老人とは思っていない。年齢に

よって変わらない」

　「集まってエロばなしはしなくなった。高校生の

時はよくしていた」

　「年とっても，三度の飯より好きな人もいれば，

あっさり手を引いてしまう人も」

　「お茶を飲んだり，ごはんを食べたり，そこまで

のプロセスが面倒」

　「セックスは飽きた。やり過ぎたってだけ。そろ

そろ復活しようかなと思うけど」

　「若い頃は行為そのもの，年をとると『言葉』が

大事」

　高齢になるとセックスの頻度が減るという
データは万国共通だが，セックスに対する意識
や希望の男女差，そこから生じるギャップを無

高齢者とセックス

慶成会老年学研究所 所長
黒川由紀子（くろかわ　ゆきこ）

Profile─黒川由紀子
東京大学教育学部卒業。上智大学大学院博士課程満期退学。保健学博士（東京大
学）。臨床心理士。お茶の水女子大学学生相談室，東京大学医学部精神医学教室
助手，大正大学教授，上智大学総合人間科学部教授などを歴任。上智大学名誉教
授。専門は老年心理学，臨床心理学。著書は『回想法』（誠信書房），『高齢者と心理臨床』（誠信書房），『老いを
生きる，老いに学ぶこころ』（共著，創元社），『いちばん未来のアイデアブック』（共編，木楽舎）など。
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視することはできない。荒木乳根子氏の「中
高年のセクシュアリティ調査」（日本性科学セ
クシュアリティ研究会，2012調査）によると，
60歳以上の有配偶男性の半数以上は，妻との
性交渉や愛撫などの性交を望んでおり，女性の
約8割が，夫からの精神的な愛情やいたわりの
みを求めていることが示された。高齢者とセッ
クスに関する男女間の大きな差の表れとして，

「夫の誘いが煩わしい。妻だから応えろと言わ
れるのが苦痛」といった，男性からの性行為の
要求を女性が躊躇，拒否するパターンは昔から
存在した。フォーカスグループの男性の中に，
女性をセックスに誘うプロセス，お茶を飲んだ
りごはんを食べたりすることが面倒という人が
いた。一般に，女性はお茶を飲んだり，ごはん
を食べたり，言葉を交わす時を楽しむ。ここに
も男女のずれがある。若い頃にセックスを「や
り過ぎて飽きた」人も，飽きっぱなしでは終わ
らないようだ。そろそろ「復活」を考えている
という。年をとっても波があるようだ。

②あなたにとって，セックスの意味は？
　「昔は『産めよ，増やせよ』って」

　「子どもを作ることが自分たちの楽しみでなく，

国家のためという価値」

　「本来，セックスは生物の本能，命ある限り持ち

続ける」

　「手を触れ合ったりして，相互信頼，安心感があ

る」

　「抱きしめると安心」

　「セックスできなくなると，目で楽しむ。街でき

れいな女の子見て」

　戦争の時代を生きた高齢者は，セックスをし
て子どもを増やすことが国民の務めという考え
が，今もしみこんでいるようだ。国家の繁栄の
ための子作りが奨励され，セックスはそのため
のものだった。「自分の人生が自分のもの」で
あることが当たり前の今は幸せな時代だ。国家
を意識してセックスに励んだ男性は，「子ども
が3人できたのでもういいかな」と思ったそう
だ。セックスにおいては性行為そのものより

「触れ合いが大事」との語りは多い。高齢者と
言えば「触れてあげましょう」などと十把一絡
げに奨励することは控えるべきだが，触れ合い
を求める人にとっては，触れ合いは安心感を育
み，命や心をつなぐ。触れ合いは求めず，街で
見かけた若い人を「目で楽しむ」ことに喜びを
見いだす高齢者もいる。

③パートナーや他者との関係は？
　「昔はかみさんが枕持って逃げてたけど，今はか

みさんが枕持って追っかけてくる」

　「妻は家族，家族とはセックスできない。近親相

姦になっちゃう。妻には家族愛」

　「互いに大事に年とって終わりたい。大声でけん

かはしたくない」

　「年中けんかしてたけど，子ども3人つくってく

れたって，見方が変わった」

　「元妻とランチする。セックスはしない」

　「自分の過去を知っている人は懐かしい。子ども

の頃の体験を話せる」

　「時の積み重ねが出てくると，自分のことを知っ

てくれているのかと」

　
　夫婦や家族のあり方は多様だ。均質な家族規
範が強かった時代を生きた高齢者も，さまざま
な分かれ道を経験している。配偶者とのセッ
クスを重視する人もいれば，「妻とのセックス
は近親相姦」と言ってのける人もいる。一方，
パートナーと50年以上もの時を共有し，幾千
万のけんかをはさみ，互いを尊重し労りあう気
持ちが新たに生じる人もいる。高齢者の中に
は，子ども時代や過去の思い出を再体験するこ
とから，親密な関係になり，セックスに至る例
がある。パートナーや友達と，子ども時代の体
験を語ることから生まれる深いつながりの感覚
は，子ども時代の体験やそれを回想する行為
が，老年期になり一層意味を増すことのあらわ
れでもある。

セックスについて話してみて
　最後に，セックスについて話すことについて
のコメントをまとめた。
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心理学はセックスを理解しているか

　「来るの，やめようと思ったけれど，人前で話す

ことないし，話してすっきりした」

　「色々な集まりがあってもセックスの話はしな

い。こんなにしゃべるとは思わなかった」

　「一緒に話した仲間は戦友」

　「普段できない話ができていい機会だった」

　「真っ昼間のこんな時間に核心をついたような話

ができたのは初めてです」

　「あらためてセックス，まじめに考えたのはいい

機会だと思った」

　
　「高齢者とセックス」をテーマにしたフォー
カスグループで，参加者の姿勢は驚くほどオー
プンだった。フォーカスグループに参加した感
想は，「話ができて良かった」「戦友みたい」と
親密さが増したことを示唆するものが多かっ
た。人前で語ることの少ない特殊なテーマが，
自分をふりかえり，未来を考える契機となった
ようだ。「このメンバーで，夜また会って呑も
う」との提案でお開きとなった。今後は，女性
グループや男女混合グループへのインタビュー
も試みたい。

WHOによる性の健康
　WHOによると，性の健康（sexual health）
とは，性に関して身体的，情緒的，精神的，社
会的に良好な状態と定義されている。高齢者と
セックスに関する学術論文は，米国や英国の高
齢者を対象に，セックスが健康の文脈で論じ
られるものが多い。日本の高齢者を対象とし，
セックスを健康の文脈で捉える研究は限られて
いる。
　西洋文化では，セックスは「健康」であるた
めの大切なファクターであるとの認識に対し，
東洋文化では，セックスは恥ずかしくタブーで
あると認識されることが多いのはなぜなのだ
ろうか。「セックス」のオープンさの程度は，
国や文化によって異なる。今後は，日本でも，
セックスを健康の文脈で捉える研究が増加する
のだろうか。
　もっとも江戸時代の浮世絵，春画には，世界

があっと驚くようなリアルな「セックス」場面
が多く登場する。アートの世界では，「セック
ス」へのタブー視に対する挑戦が行われてい
た。

セックスは高齢者の権利
　「高齢者とセックス」をタブー視せず，高齢
者の権利として，オープンに取り組む施設が
ある（New York Times, 2016）。アメリカの
ニューヨーク州にある老人ホーム「ヘブライ・
ホーム（Hebrew Home）」である。この施設
では入居者同士の恋愛を奨励し，「性表現ポリ
シ ー（sexual expression policy）」 を 掲 げ る。
高齢者が性生活を送る権利を種々の方法でサ
ポートしている。870名の入居者のうち，40名
が恋愛関係を楽しんでいるという。施設側は
恋愛をしたい入居者に積極的なサポートをし，

「G-Date（Grandparent Date）」との出会い系
サービスや，ダンスパーティーなどを定期的に
開催している。さらに，性感染症を防ぐため避
妊具を配り，施設内で自由にセックスができる
よう配慮している。ヘブライ・ホームを経営す
るダニエル・レインゴールド氏によると，性表
現ポリシーを掲げることは，高齢者の権利を守
るだけでなく，高齢者ケアにあたるスタッフに
対し，分かりやすいガイドラインを示すために

高齢者とセックス

Photo by Jushin Tsumura　 　　　
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も重要であるという。スタッフは，業務外のこ
とでやらなければならないことが増えるが，入
居者の恋愛や人との出会いをサポートすること
を心から喜び，楽しむ。今後，セックスに対し，
自由でオープンな考え方や体験を持つ世代が高
齢化することを考えると，この取り組みは示唆
に富む。

高齢者とセックスをめぐる今後の課題�
─ ヘルスプロモーションの必要性

　今後は，高齢者とセックスをめぐり，「ヘル
スプロモーション」という視点からの性教育の
普及が求められる。高齢者の中には「生殖」と
いう役割を終えた認識から，避妊具などを使用
せずに性交渉を行う確率が高いため，性感染症
などの知識を普及することが求められる。高
齢者はセックスに関する悩みを「恥」と感じ，
偏見を恐れ，生殖器官の衰退や性病に対する
治療が遅れることが珍しくはない。したがっ
て，「高齢者とセックス」に関する知識［例：
ED（勃起不全），hypogonadism（性腺機能不
全症），FSD（女性性機能障害），それらの予防
法など］を共有し，高齢者がセックスの悩みを
相談できる外部機関へのアクセス情報を提供す
ることが必要となる。
　HIVを専門とする臨床心理士によれば，HIV
予防にコンドーム使用を推奨する動きがある
が，これに反発する団体が「性欲を抑えるこ
とが大事」と抗議してきたことがあったとい
う。欲望が悪，欲望を抑えることが善といって
も，「性欲を抑えさせる」ことは，「食欲を抑え
させる」ことに近い。コンドームを使用せずに
セックスすれば，HIVや性感染症の拡大のみな
らず格差や貧困問題につながる（矢永, 2017）。
高齢者のHIV感染者は増加している。性感染
症予防の点から，コンドームの使用が推奨され
るべきだろう。高齢者と関わるスタッフの中に
は，性的欲求をダイレクトに向けられて困惑す
る人もいる。すべて受け入れるわけにはいかな
い。高齢者の性的欲望や性的行動をどのように
捉え，どのように対応するか，今後重要な課題
として議論を深めるべきである。

おわりに
　あなたは，恋する認知症の人に会ったことが
あるだろうか。昨今，恋する認知症の人が，恋
愛を経てセックスに至る例が少なくない。セッ
クスの周辺には，種々の課題があるが，誰かを
好きになり，一緒にいたいと思い，触れたいと
切望し，セックスに至る。若年であれば，至っ
て健康なナチュラルプロセスと捉えられる。高
齢者は生殖のためにセックスをしない。人間が
生殖のためにセックスをしない希有な生物であ
るとすれば，高齢者が妊娠を目的としないセッ
クスをすることは，人間のセックスを象徴する
行為ともいえる。どの年齢層においてもセック
スは，人生に喜びや豊かさを加えると同時に，
哀しみや絶望に陥れる可能性がある。セックス
の二律背反を生きるのは，他の年齢層も高齢者
も同じである。
　高齢者とセックスのテーマは，人間が生きる
こと，死ぬこと，かけがえのない人との関係を
映す鏡である。
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　リプロダクティブヘルス／ライツは「性と生
殖に関わる健康・権利」である。個人的な性的
嗜好や性行動に関する権利と健康を表す，セク
シャルヘルス／ライツという言葉もあるが，リ
プロダクティブヘルス／ライツはより生殖に直
結した健康・権利である。人種・性別・年齢な
どにかかわらず誰でも守られるべき健康・権利
であるが，他者との関係性，家族や社会の影響
も受けるため，思春期からの知識や意識の教育
は重要と考えられる。
　リプロダクティブヘルス／ライツという概念
は，子どもと母親を守る母子保健という公衆衛
生の観点から発展したが，妊娠中から産後だけ
でなく，思春期，更年期も含む全てのライフス
テージにおいて健康と権利を守るという個人の
権利に広がっていった。「人々が安全で満ち足
りた性生活を営むことができ，生殖能力を持
ち，子どもを産むか産まないか，いつ産むかを
決める自由を持つこと」という考え方が1994
年にエジプトのカイロで開催された「国際人口
開発会議」ICPD（International Conference of 
Population and Development）にて採択され
た。国家や社会，家族に強制されず，カップル
が望んだように妊娠出産をする権利という意味
を包括するが，カップル間の意見が合わなかっ
たり，パートナーに性交や妊娠出産を強要され
ることもある。また，健康を守るためには，安
全で快適な妊娠出産をサポートする医療体制
と，ヘルスケアにかかわる適切な情報提供体制
が必要である。それだけでなく，生殖における

個人のライフプランを叶えるためには，生殖に
関する基礎的な知識，避妊法，生殖可能年齢や
不妊に関する知識，性感染症とその予防法につ
いて，あらかじめ知っておく必要がある。そし
て，必要な相談，医療へのアクセスが十分に確
保されることも必要である。また，知ってさえ
いればライフプラン通りの人生が送れるという
ものでは決してなく，産みたい人が欲しいだけ
の子どもを産む選択がしやすくなるような社会
構造を実現し，産みたくない人が周囲の人たち
や社会から産まないといけないような圧力をか
けられたりすることがないようにならなくては
いけない。
　リプロダクティブヘルス／ライツを守るため
には教育現場に求められる役割は多い。性や生
殖にかかわることは，「家庭で学習すべきこと」
という意見もあるが，家庭での学習の質は当然
のことながら一定ではない。親の持っている知
識が正しくなければ適切な教育は期待できない
し，子どもへの関心度や性教育のモチベーショ
ンにもばらつきがある。また，産婦人科臨床の
現場にいる立場から言えば，家庭での教育が
しっかりしているとは言えない家庭の子どもの
ほうが若年から性的接触を始める傾向にあると
言える。生きていくのに必要なものである性教
育を家庭に任せきりにはできず，学校という教
育現場で健康を守るために必須となる知識と，
性や生殖にかかわることを自己決定する権利に
ついて教わる必要がある。
　学校での性教育はどうなっているのか。文部

性教育とリプロダクティブ
ヘルス／ライツ
丸の内の森レディースクリニック 院長
宋　美玄（そん　みひょん）
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2001年，大阪大学医学部医学科卒業。同年に医師免許取得。医学博士。大阪大学
産婦人科，川崎医科大学講師，ロンドン大学病院胎児超音波部門への留学などを
経て，2017年9月に丸の内の森レディースクリニックを開業。著書は『女医が教える本当に気持ちいいセックス』

（ブックマン社），『産科女医が35歳で出産してみた』（ブックマン社），『女医が教える これでいいのだ！ 妊娠・出
産』（ポプラ社），『少女はセックスをどこで学ぶのか』（徳間書店）など。
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科学省のホームページで，「健やかな体を育む
教育の在り方に関する専門部会（平成17年7月
27日）」の「全ての子どもたちが身に付けてい
るべきミニマムとは？」というテーマの審議内
容を見ることができる。

・�（性教育全体として）学校における性教育に
ついては，子どもたちは社会的責任を十分に
はとれない存在であり，また，性感染症等を
防ぐという観点からも，子どもたちの性行為
については適切ではないという基本的スタン
スに立って，指導内容を検討していくべきで
ある。
・�（中学生の教育）男女は，互いに異性について
の正しい理解を深め，相手の人格を尊重する。
・�（中学生の教育）性に対する正しい理解を基
盤に，身体的な成熟に伴う性的な発達に対応
し，適切な行動がとれるように指導・援助を
行うことが大切である。特に，性に関する情
報があふれる現代社会にあっては，自己の行
動に責任をもって生きることの大切さや，人
間尊重の精神に基づく男女相互の望ましい人
間関係の在り方などと結び付けて指導してい
くことが大切である。

以上、文部科学省（2005）「学校教育全体（教科
横断的な内容）で取り組むべき課題（食育，安全教
育，性教育）と学習指導要領等の内容」から引用。

　まず，「全ての子どもたちが身に付けている
べきミニマムとは？」という審議内容より，性
教育は「ミニマム」であるべきだという前提が
うかがえる。子どものうちは性行為をすべきで
はない，だから「寝た子を起こすな」という考
えによるものである。ここで詳しく触れるのは
避けるが，思春期の性教育により性行動が活発
になるという心配は根拠に乏しい。そして，自
分のことは自分で決めてよいという権利につい
て教えるのではなく，相手を尊重することと自
分の起こした行動には責任が伴うということが
重んじられている。
　高校生用の保健体育の教科書で，リプロダク
ティブヘルス／ライツにかかわることがどのよ
うに教えられているか調べたところ，以下のよ

うであった。

・�性と生殖との関連には記載のない，総合的な
「健康」に関する「意志決定」と「行動選択」
については触れられている。

・�国際連合の「世界人権宣言」，WHO（世界
保健機関）の「世界保健機関憲章」，日本国
憲法第25条を引用し，健康に関する権利に
ついて触れられている。

・�感染症について，性感染症（中でもエイズが
とりわけ強調されている）とコンドームによ
る予防について触れている。男女の生殖機能
に関して，女性は性周期（月経周期）と基礎
体温について（図1），男性は性的快感と射
精について触れられている。また，男性が性
欲快感を得るためのマスターベーションは健
康に害がないことが書かれているが，女性の
性的快感やマスターベーションについては記
載がない。

・�性意識と性行動の選択について，固定観念を
もとに異性に対して期待するのではなく，相
手と対等な立場に立ち尊重することが書かれ
ている。

・�「性に関する情報と性行動」という項では以
下のような記載がある。「高校生はさまざま
な情報源から，性に関する情報を得ています
（図2）。しかし，友人や先輩から得られる性
情報は，�同じような関心をもつ立場から性に
ついての悩みや不安に答えてはくれますが，
科学的な正確さに欠ける場合も少なくありま
せん。また，雑誌や，ビデオ，テレビ，イン
ターネットなどのなかには，人がもつ性的な
関心や欲求を利用して利益を上げるために，
興味本位に性を取り上げて，判断を誤らせる
ようなものも含まれています。そのため，性
情報をそのまま無批判に受け入れるのではな
く，正しいかどうかを判断することが大切で
す」。

・�「性にかかわる意志決定・行動選択」という
項では，「一時的な感情ではなく，自分の人
生設計を明確にし，相手に自分の意志を伝え
て対等に話しあうとともに，相手の立場や感
情，考え方や生き方を尊重し，行動の結果と
それに対する責任を自覚した上で判断し，意
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志決定・行動選択することが求められます」
と書かれている。
・�妊娠・出産については，妊娠成立から出産ま
での基礎的な知識だけでなく，パートナーが
母親を支援することの重要性や，妊婦健診，
母子手帳など公的なサポートについても書か
れている。一方で，帝王切開という出産方法
があることや，出産には危険が伴うというこ
とは書かれていない。
・�家族計画と人工妊娠中絶という項ではバース
コントロールについて書かれている。避妊法
についてはコンドーム，ピルについて触れら
れている（表1）。人工妊娠中絶については，
「女性にとって身体的な負担が大きく，精神
的にも大きな傷を残すことになります。おこ
なう時期が遅くなるほど健康を損なう可能性
は高くなります。中絶という新しい命の芽を

つむ行為をしないためにも，妊娠を望まない
性交の場合には，確実に避妊することを忘れ
てはなりません」と少し脅すような表現も見
られる。具体的な年齢の記載はないが，生殖
の適齢期について記載がある。

以上、大修館書店発行（2016）『現代高等保健体
育　改訂版』から参照。

　高校の保健体育の教科書では，健康の権利に
ついては記載があるものの，性と生殖の権利に
ついては触れられていなかった。性行動の責任
の重さや相手を尊重することの重要性について
は書かれていて，性行動について慎重になるよ
うに促しているように感じられる。「性に関す
る情報と性行動」の項では，世の中に出回って
いる性に関する情報の不確実性や危険性につい

性教育とリプロダクティブヘルス

子宮内膜の変化

基礎体温

月経開始からの日数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8

図1　女性の性周期（月経周期が 28日で，妊娠しなかった場合）
［出典］大修館書店発行『現代高等保健体育　改訂版』p.65. 図 2
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［出典］大修館書店発行『現代高等保健体育　改訂版』p.67. 図 3
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て書かれているが，残念なことに現在の学習指
導要領ではバースコントロールや性感染症の予
防については教えるが，性行為そのものについ
ては全く触れない。世間に出回る情報は不確か
で，適切なものを選び取ることが重要だという
ことを書くなら，教科書に性に関する適切な情
報を記載すればよいはずだが，それができない
という自己矛盾を内包している。性行為，性的
ファンタジー，性的嗜好，マスターベーション
などについて，教育現場で適切な情報を得られ
ないことは，セクシャルヘルスにはマイナスと
考えられる。
　現実としては，私立学校のように必ずしも学
習指導要領どおりの性教育を行なっていない学
校もあり，学校ごとに性教育の内容と量には差
があると考えられる。現在の学校教育における
性教育は，リプロダクティブヘルスは守られる
かもしれないものの，性に関して「ミニマム」
なことしか教えない，肯定的に教えないため
に，リプロダクティブライツすなわち権利とい
う概念はほとんど教えられていない。リスクや
責任ばかりでなく，自分の体，性，生殖につい
て自分で決定してよいということを，思春期の
うちに学ぶ機会が求められると考えられる。
　学校における性教育に問題を感じている専門
家たちは，学外講師による授業の必要性を論じ
ている（北村, 2013；松峯, 2013）。学外講師に
対し，講義内容を制限したり注文をつけたりす
る学校もあるが，それでも医師・助産師など専
門職の学外講師が伝えられることは多い。日本

産婦人科医会女性保健部が作成した，産婦人
科医が行う中学生高校生向けの性教育スライド

「思春期ってなんだろう？性ってなんだろう？
平成23年度改訂版」では，第二次性徴や，月
経のしくみ，妊娠出産について，性感染症，バー
スコントロールと人工妊娠中絶，デートDVな
どに加えて，「性ってなんだろう？」という項
目にリプロダクティブヘルス／ライツが含まれ
ている。このようなスライドに沿って産婦人科
医が学外講師として性教育を行えば，必要な医
学的知識に加えてリプロダクティブヘルス／ラ
イツについても認知させられる可能性が高まる
と思われる。
　学習指導要領どおりの性教育では不足がある
とはいえ，学校という現場を離れて教育や情報
提供をするインフラの構築は一朝一夕にできる
ものではない。専門職による学外講師をうまく
活用しながら，必要な知識と権利の概念が日本
中の学生に教えられるようになることを願う。
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表 1　コンドームと低用量ピルの特徴
［出典］大修館書店発行『現代高等保健体育　改訂版』p.72. 表 1

コンドーム 低用量ピル

使用方法と
留意点

◦�男性の陰茎が勃起状態になってから，性交前に装着す
る。装着時には，精液だめの空気を抜く。
◦�陰茎の勃起前に装着したり，射精後すみやかに処理し
なかったりすると，はずれて精液が膣内に漏れること
がある。
◦�袋の切り口や爪によってコンドームが傷つくと，使用
中に破れることがあるので注意する。
◦�比較的容易に購入でき，比較的安価である。

◦�女性が，28日を1周期として21日間服用し，7日間服
用を休止する。
◦�長期間の使用が可能だが，服用を忘れると避妊効果が期
待できない。
◦�購入には婦人科の医師の診察を受けて処方箋を出しても
らう必要がある。検査費用も含めるとやや高価である。

性感染症に対する
予防効果

◦�効果がある。 ◦�効果がない。

副作用 ◦�ない。 ◦�使用開始初期に，気持ちが悪くなる。吐く，めまい，乳
房が張る，体重が増える，頭痛，性器からの出血などの
症状が出ることもある。
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音楽は好きですか？　音楽を知覚するとき，聞こえてくる音どうしを結びつけながら，メロディー
やリズムなどを聴き取っています。この仕組みは，言語理解や身体運動にも共有されているのです。
聴いて楽しいだけではない音楽の一面に触れてみましょう。� （脇田真清）

音楽─ 聴いて楽しいだけじゃない

音楽は普遍的な心理機能
　音楽は言語と同様に人間にとっ
て普遍的な心理機能である。古今
東西の人間社会において音楽の存
在しない社会はない。今日，多く
の文明社会において，音楽活動は
芸術・娯楽・趣味として括られて
おり，そのことは，音楽がそれら
の社会において一種「余剰的な」
活動と認識されていることを意味
する。しかし，音楽は本当に余剰
的な存在なのであろうか。もしも
そうであるとすると，テレビ，イ
ンターネット，カラオケなどと，
なぜこれほどまでに音楽は我々の
身の回りに溢れているのであろう
か。私には，音楽にはそれ以上の
何かがあると思われてならない。
音楽は一つの高次認知機能

　1980年 代 にH.ガ ー ド ナ ー に
よ っ て 提 唱 さ れ た 多 元 的 知 能

（multiple intelligences） の 論 以
降，広く，音楽も高次認知機能の
一つとして捉えられるようになっ
ている。しかしながら，音楽の知
覚・演奏・創造・感情・等々の心
理・神経メカニズムの解明は未だ
しである。H.ガードナーは，多
元的知能として挙げた6種の心的
機能（言語，論理－数学，空間，

音楽，身体－運動，パーソナル）
が中枢神経系においてそれぞれモ
ジュール化されていると論じた
が，音楽の諸機能が脳内において
言語の諸機能ほどに特殊化・局在
化されているという明確な証拠は
現在までのところ提出されていな
い。「左脳は言語や論理や理性を
司り，右脳は音楽や感情や感性を
司る」といったような二項対立的
理解は単純すぎて，人間の複雑で
精妙な心理（高次神経系）の真実
を正しく伝えるものではない。
　なお，これに似て，心理機能を
知（cognition）・ 情（affection）・
意（conation）の三項対立で捉え
る西洋伝統の捉え方があるが，こ
ちらの分け方は悪くないと思う。
しかしこれもまた，単純にそれら
の違いのみを意識すると，その相
互依存性を忘れがちになる。西洋
伝統の人間観からすると，「知」を
より発達させることによって，獣
性の暗黒の心の世界に潜む「情」
や「意」を制御できるようにす
る（なる）ことこそが，人間性の
勝利，そして文明の勝利，という
ことになるはずである。気鋭の神
経学者から出発し，彼自身として
は生涯にわたり自分の「科学者」

としての理性に自信をもっていた
S.フロイトも，そのように心とい
うものを捉えていたに違いない。
知・情・意は，本来，それぞれの
独立性よりも相互作用性によって
理解されるべき関係にあるはずで
ある。左脳と右脳の関係や知性と
感性の関係も同様であろう。
音楽認知の核心はorganization 処
理（すなわちゲシュタルトの確立）

　言語の脳内での処理は，数万語
以上の単語の辞書的な処理，単語
間の統語的な処理，文の意味的な
処理，発話の語用論的な処理と，
様々な側面とレベルとで行われて
いる（阿部・他，1994）。音楽の
処理もいくつかの側面とレベルと
をもつ。言語と音楽はともに基本
的に聴覚系を基盤とした高次認知
機能であり，したがって，時間軸
上を流れ去る音情報を処理しなけ
ればならないという制約を共通に
もつ。言語も音楽も，線条的に入
力された要素刺激群（音韻単位
や音符の系列）をいかにorganize

（組織化・体制化）して，より大
きな単位へと解釈できるかが，処
理の核心といえる。例えば，「た
いふをえふでわにうのきはれか」
あるいは「で かれ ふえ きのう 

小特集

音楽という窓からも心・脳のしくみ
を覗くことができる
北海道大学�名誉教授
阿部純一（あべ　じゅんいち）

Profile─阿部純一
1969年，北海道大学工学部応用物理学科卒業。北海道大学大学院文学研究科博士
課程心理学専攻中退。北海道大学教授，放送大学客員教授などを歴任。専門は認知
心理学，認知科学。著書は『人間の言語情報処理』（共著，サイエンス社）など。
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を にわ は」という文字列を読ん
でみてほしい。これらはよく読め
ないし，分からない，つまりは
日本語として適切にorganizeで
きないが，「かれ は きのう にわ 
で ふえ を ふいた」ならば容易に
organizeできるであろう。
　音楽の知覚も同様である。全
ての音列が「音楽」として知覚
されるわけではない。入力音列
を「音楽」として知覚するために
は，その構成要素音群を適切に
organizeできなければならない。
音楽特有のorganization処理には
大きく2種類ある。入力音列の要
素音の音長（厳密にはonset間の
時間）の集合に対する「拍節的
organization」処理と，音高の集
合に対する「調性的organization」
処 理 で あ る。 こ の2種 類 の
organization処理が，それぞれの
音楽文化スキーマに基づいて，う
まく入力音列を同化（assimilate）
できた場合，そこに音楽のゲシュ
タルトが知覚される。これは，ど
のような文化社会の音楽の知覚

（および産出）にもあてはまる（た
だし，前衛的な現代音楽芸術作品
はこの範疇ではない）。
　ここでいう拍節とは，拍や拍
子やリズムに関することをいう。

「 拍（beat, puls, or clock）」 と
は，入力音列に対して聞き手が
付与する心理的時間単位を意味

し，「 拍 子
（meter）」
とはその拍
がいくつか
群化されて
知覚される
より大きな
心理的単位
を 意 味 す
る。 例 え
ば，3拍 子
と は， 拍

が3つ群化されてより大きな単位
として知覚されることを意味す
る。拍節的処理が入力音列に時
間軸上のゲシュタルトを与える
一方，調性的処理は入力音列の
音の高さの側面にゲシュタルト
を与える。こちらは「音階」や

「旋法」などに関係する側面の処
理である。「ト長調の曲」という
ことを心理学的に言い換えれば，
聞き手が，入力音列の音高群を，

「ト（G，Sol）」と呼ばれる高さ
の音を中心にして，かつ「西洋
全音階（diatonic scale）」の「長
旋法（major mode）」と呼ばれる
スキーマに適合するような形で，
organizeできた曲，ということに
なる。これらの拍節的および調性
的なorganization処理は，特別な
音楽教育経験をもたない人でも無
意識になしていることである。
内的処理のアルゴリズムの推定

　音楽の知覚過程では，調性の
解釈は拍節の解釈に影響される
が，その逆はない。我々（Abe & 
Okada, 2004）の実験結果はその
証拠を提出している。では，両処
理は脳内でどのようになされてい
るのか。一番単純には，拍節解釈
の処理を先に終え，その結果を利
用して調性解釈の処理を行う，と
いう形が考えられる。しかし，音
楽は休みなく流れ去っていく入力
刺激であり，片方の処理を終えた

後で，入力刺激データをバックト
ラックさせて別な処理を施す，な
どとは考え難い。我々（岡田・阿
部, 1999）は以下のような計算モ
デルを提案している（図1）。入
力音列は，基本的に，拍節処理モ
ジュールと調性処理モジュール
とで独立的・並列的に処理され
る。拍節モジュールは，音列の各
音の音長や旋律線形状などを手が
かりとして，拍節構造上重要な時
点（ダウン拍〔down beat〕の生
起時点）を予測する。一方，調性
モジュールでは，各音の音高を手
がかりとして，各文化の調性ス
キーマに基づいて，調性解釈を進
める。そしてその際には，拍節モ
ジュールによって予測された，拍
節構造上のダウン拍時点に生起す
る音の高さを，アップ拍時点の音
高よりも重視する形で，調性解釈
を進める。この我々の計算モデル
は，人間の拍や拍子の解釈と調の
解釈をかなりよく予測できる。
　また，このモデルの拍節モジュー
ルは，音楽の知覚のみならず，当
然のことではあるが，ダンスの運
動におけるリズムの取り方をも予
測できる一般性をもっている。

文　献

阿部純一・桃内佳雄・金子康朗・李
光五（1994）『人間の言語情報処
理：言語理解の認知科学』サイエ
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ディの認識：拍節解釈と調性解釈
を統合した計算モデル」長嶋洋
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図1　拍節処理と調性処理の関係

拍節処理
モジュール

調性処理
モジュール
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下，調性スキーマと呼ぶ）に焦点
を当て，その学習過程の最も基礎
的な部分を，専門的な音楽教育訓
練，文化，発達の3つの観点から
考えてみたい。
専門的な音楽教育訓練

　調性スキーマは，音楽の専門的
な訓練を受けた聞き手（音楽家）
と受けていない聞き手（素人）の
間で本質的に違うのだろうか。こ
の疑問を検討するためには，音楽
家と素人に同じ音列を聞かせ，彼
らの知覚した調性が同じか違うか
を比較すれば良い。だが，このこ
とを実験的に検討するのは難し
い。なぜならば，音楽家しか自分
の知覚した調性を言葉で説明でき
ないためである。そこで，素人の
調性知覚をも測定できるように開
発されたのが，終止音導出法（阿
部，1987）である。これは，経験
的に知られていた「音列の最後の
位置に自分の知覚している調性の
中心的な音が出現すると，聞き手
はまとまりの良く終わった感じが
する」という現象を利用した方法
であり，具体的には，音列を呈示
した後，実験参加者にピアノの鍵
盤を使用して終止音を産出させ
る。この方法を使って，松永・阿
部（2005）は，音楽家と素人に同
じ音列群を聞かせ，両群から終止
音反応を得たところ，その反応パ
ターンは両群の間で似通ってい
た。このことは，音楽家と素人が

基本的には同じ調性を知覚してい
たことを意味する。このことか
ら，調性スキーマは，音楽家と素
人の間に本質的な違いはないこ
と，専門的な教育訓練を受けるこ
とで初めて学習される特別なスキ
ルではないことが分かる。
文　化

　言語と同じく，音楽の音階も文
化によって異なる。この違いは聞
き手の調性知覚に差異をもたらす
のだろうか。例えば，音楽文化が
異なる米国人，日本人，インドネ
シア人がいて，彼らにある音列を
呈示した時，彼らは同じ調性を知
覚するだろうか，それとも，異な
る調性を知覚するだろうか。もし
世間一般の「音楽は国境を越えて
理解できる」という考えが正しけ
れば，文化が違っても，聞き手の
知覚する調性は同じになるはずで
ある。では，実際はどうなのだろ
うか。
　このことを多角的に調べた研究 
を紹介しよう。米国においては，
西洋音楽が広く行き渡っている。
現代日本も米国と同じく西洋音楽
文化圏に含まれるが，西洋音楽と
ともに日本伝統音楽も存在する。
中国，ベトナム，インドネシアで
は，それぞれに固有の伝統音楽が
存在する。松永ら（2017a）は，
このように音楽文化の異なる米国
人，日本人，中国人，ベトナム
人，インドネシア人に，同じ音列

　言語理解には言語に関する知識
が必要であるのと同じく，「音の
並びを音楽的存在（メロディ）と
して理解する」には音楽に関する
知識が必要である（阿部, 1987）。
では，私たちは音楽の知識をどの
ように学習するのだろうか。
　この疑問に答える前に，比較と
して，人間が言語をどのように学
習するのかを考えてみよう。普通
の人でも，自分の体験を慎重に振
り返っていくことで，人は育つ環
境の中で使われる言語を聞くうち
に自然とその言語の知識を身につ
けていく，ことに気づくであろ
う。では，音楽の学習はどうだろ
うか。結論を先に言うと，音楽の
学習の最も基礎的な部分は言語の
それと同様である。すなわち，人
は育つ文化環境の中で使われる音
楽を聞くうちに自然とその文化の
音楽の知識を身につけていく。だ
が，言語と異なり，普通の人はこ
のことを体験的に理解し難い。そ
のためか，世間一般には（ときに
は他領域の心理学者でさえも），

「音楽は専門家でなければ理解で
きない」，「音楽は国境を越えて理
解できる」という思い込みが広く
行き渡っている。
　さて，この時点に至るまで，ご
く大雑把に音楽の知識と述べてき
たが，それは拍節の知識と調性の
知識に分けられる（阿部, 1987）。
本稿では，後者の調性の知識（以

私たちは言葉を学ぶように
音楽も学ぶ
神奈川大学人間科学部人間科学科�准教授
松永理恵（まつなが　りえ）
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北海道大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学。博士（文学）。静岡理工
科大学専任講師などを経て，2017年より現職。専門は音楽の認知科学。著書は『基
礎心理学入門』（分担執筆，培風館）など。
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ころ，西洋音楽文化圏に育つ北
米の子どもが調性スキーマのどの
特徴をどの順に学習していくのか
という現象と，その現象は音高の
統計学習能力に依存する部分が大
きい，ということが明らかになっ
ている程度である（学習現象をシ
ミュレートできる計算モデルとし
ては，松永ら，2015）。調性スキー
マは文化に大きく規定される。な
らば，その学習の仕組みの理解に
は，文化普遍的な側面と文化特異
的な側面を区別した説明が望まれ
る。それを目指す取り組みの一つ
として，現在，日本人の子どもが
どのようにして西洋音楽と日本伝
統音楽というバイミュージカルな
スキーマを学習していくのか，に
ついての研究が進められている

（松永ら, 2017b）。
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を聞かせ，終止音導出法の変形版
を用いることで，彼らから調性知
覚反応を得た。図1は，各文化群
の間の「個々の音列に対する調性
反応」の類似度を算出し，その類
似度に対して多次元尺度構成法を
施すことで得たマップである。似
通った調性反応を示した文化群
は，マップ上では近くに配置され
る。
　最初に，西洋音楽の音列に対
する結果を見てみよう（図1左）。
マップ上において日本人と米国人
の距離は非常に近いが，残り三つ
の文化群の間の距離は遠い。こ
のことは，西洋的な音列に対し
て，日本人と米国人は似通った調
性を知覚したが，残り三群は他の
群とは異なる調性を知覚したこと
を意味する。日本人と米国人の反
応の類似性は，彼らが共に，西洋
音楽の調性スキーマを有してい
るという別の研究知見と一致す
る。次に，日本伝統音楽の音列
に対する結果を見てみよう（図1
右）。マップ上において，各群間
の距離は互いに遠い。別の研究結
果から，日本人は，西洋音楽の調
性スキーマと共に，日本伝統音楽
の調性スキーマも有していること
が確認されている（日本人のバイ
ミュージカル脳については，松永
ら, 2012, 2014が詳しい）。これを

踏まえると，日本音列に対して，
日本人は日本的な調性を知覚した
が，それ以外の文化群は日本人と
は異なり，独自の調性を知覚した
と推測される。
　松永ら（2017a）の結果は，同
じ音列を聞いても，文化が違え
ば，聞き手の知覚する調性は異な
ることを明確に示す。このことか
ら，聞き手は自身の文化に固有の
調性スキーマのもとに調性処理を
行っていると推測される。調性ス
キーマは，メロディ認識の一大基
盤である。そこに文化差があると
いうことは，どのような音列をメ
ロディとして認識するのか，とい
う側面にも当然，文化差がある。
　専門的な音楽教育訓練の有無に
よって，学習される調性スキーマ
の本質が違ってくるわけではな
い。調性スキーマの本質に大きな
違いをもたらすのは，文化という
単位である。要するに，人は，言
語と同じように，取り巻く文化的
環境の中でたくさんの音楽を浴び
ることで自然に文化特有の調性ス
キーマを身につけていく，という
ことである。
発　達

　調性スキーマの学習過程により
迫っていきたいところだが，残
念なことに，これ以上のことは
あまりわかっていない。現在のと

図1　米国人，日本人，中国人，ベトナム人，インドネシア人の間の「個々
の音列に対する調性知覚反応の類似性」を算出し，その類似性に対して
多次元尺度構成法を施して得たマップ。左は西洋音楽を聴いた時の結果，
右は日本伝統音楽を聴いた時の結果（松永ら，2017a より修正の上，引
用）。



25

小特集　音　楽

　ヒトは音楽を聴くと，自然と音
に合わせて身体を動かしたくなっ
てしまいます。音楽に合わせて踊
ることは，時代や洋の東西を問わ
ず観察される極めて普遍的な行為
であり，生後5 ヵ月の乳児におい
ても既に認められる基本的な能力
です 1。一方で動物の世界に目を
向けると，音楽に合わせて動くこ
とができるのは鳥，アシカ，チン
パンジーなど限られた種のみであ
ることが明らかになっています 2。
このことは，歌い踊ることがヒト
という種において高度に進化した
ことを示唆しています。本稿では，
ヒト社会における音楽と運動の深
い結びつきについてご紹介します。
運動を組織化する音情報

　音楽に合わせて自由に踊って
いるとき，私たちの踊りは本当
に「自由」なのでしょうか？　実
は音楽のビート音と私たちのリズ
ム運動は，無意識にある特定の
パターンになってしまうことがわ
かっています。このことを明らか
にしたストリートダンスの研究を
ご紹介します 3。ストリートダン
スには，ビート音に膝を曲げる運
動を合わせる「ダウン」と，膝を
伸ばす運動を合わせる「アップ」
の2種類のリズム運動がありま
す。この2種類のリズム運動を，
様々な速度のビート音に合わせて
行うと，ダウンはどの速度でも誰

でも簡単に行うことができまし
た。一方アップは，ビート音が速
くなると，「無意識に」ダウンに
切り替わってしまう相転移現象が
観察されました（図1）。そこで
次に，アップからダウンに切り替
わらないように最大限努力をする
ように指示をしました 4。それで
もやはり，ダンス未経験者は2Hz

（120拍/分）の速度でダウンに切
り替わってしまいました。つまり
ヒトの神経系は，ビート音に対し
て特定の位相パターンをもつ運動
を自発的に作ってしまうのです。
熟練ストリートダンサーも，意図
に反してアップからダウンへと切
り替わってしまいますが，非ダン
サーよりも速くアップを行うこと
ができます。ストリートダンスの
世界チャンピオンは，なんと3Hz

（180拍/分）の速さでもアップを
行うことができました。熟練スト
リートダンサーは，通常ヒトが
持っている神経系の制約を克服す
ることで「自由」に踊ることがで
きるのです。
　音と運動の密接な関係は他にも
報告されています。手に持った振
り子をメトロノーム音に合わせて
振る実験では，振り子を振る際の
一方の端を音に合わせる単一メト
ロノーム条件と，同じ運動リズム
で両端を合わせる二重メトロノー
ム条件とで，動きの安定性を比較
しました。リズミカルな運動のア
トラクタ（安定軌道）を再構成す
る再帰定量化解析法（recurrence 
quantification analysis）を用いて
動きを評価したところ，二重メト
ロノーム条件では運動時のノイズ

音楽と運動の不可分な関係

図 1　非ダンサーのアップからダウンへの相転移現象。膝の運動の 1サ
イクルを 360 度（0-180 度：伸ばす期間，180-360 度 : 曲げる期間）で
表現し，360 度中のどの時刻（位相角）でビート音が鳴ったかを定量化し，
ヒストグラムにした図。（[3] よりElsevier 社の許可を得て引用改変）。

東京大学大学院総合文化研究科�助教
三浦哲都（みうら　あきと）

Profile─三浦哲都
2007年，早稲田大学スポーツ科学部ス
ポーツ医科学科を卒業。2012年に東京
大学大学院総合文化研究科にて博士

（学術）取得。2017年より現職。専門は
スポーツ心理学，運動制御，神経科学。

東京大学大学院情報学環�准教授

工藤和俊（くどう　かずとし）

Profile─工藤和俊
東京大学大学院総合文化研究科博士
後期課程修了。2016年より現職。専門
はスポーツ心理学。著書は『身体：環
境とのエンカウンター』（分担執筆，東
京大学出版会）など。

東京大学大学院総合文化研究科

惠谷隆英（えたに　たかひで）

Profile─惠谷隆英
2013年，慶應義塾大学法学部政治学科
卒業。2015年，東京藝術大学大学院音
楽研究科音楽音響創造修士課程修了。
2016年より現所属（博士後期課程）。専
門は身体運動科学，音響心理学。
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になっていません。しかし，音楽
と運動の結びつきを研究していく
ことで，この答えに近づくことが
できるかもしれません。音楽やダ
ンスのイベントに参加する人ほ
ど，他者とのつながりに関して主
観的な幸福感が高いことが報告さ
れています 14。音楽とダンスは人
と人を強固に結びつける芸術で
す。音楽を聴いて，体を動かし，
他者とつながる。このサイクルを
総合的に研究していくことが，ヒ
トの起源にも迫る道だと私たちは
考えています。
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が低減し，アトラクタ強度が増大
することによって，動きが時空間
的に安定することが明らかになり
ました 5。
　さらに，一定のテンポを保つよ
うにして，①単独で発声する場
合，②単独で運動する場合，③発
声と運動を両方行う場合，とでテ
ンポの変動を比較すると，声を出
しながら運動することによって，
それぞれを単独で行うよりも時間
的変動が小さくなることが分かり
ました 6。このことは，歌い踊る
ことでシナジー（相乗）効果が生
まれることを示唆しており，この
効果が両者の共進化を支えていた
のではないか，などと想像を逞し
くしてしまいます。
音楽と運動が結びつく神経基盤

　ヒトはリズムを知覚すると，身
体を動かしていないにもかかわら
ず，運動を司る脳の部位が活動す
ることが知られています。ベング
トソンら 7は，実験参加者にリズ
ムのある音の系列とランダムな音
の系列を聴かせ，そのときの脳活
動を調べました。その結果，リズ
ムのある音の系列を聴いた場合
に，運動前野背側部，補足運動野，
前補足運動野がより活動すること
が分かりました。ヒトが自発的に
リズムに合わせて身体を動かして
しまうのは，運動皮質の興奮性が
高まることによって，運動を実行
するための閾値が下がるためだろ
うと彼らは述べています。
音楽のグルーヴと身体運動

　ソウル，R&B，ファンクなど
主にブラックミュージックの世界
では，音楽に合わせて身体を動か
したくなる感覚を「グルーヴ」と
呼びます。日本では「ノリ」と
呼ばれる感覚です。ジャナタら 8

は，まず148種類の音楽を実験参
加者に聴かせてグルーヴを評価し
てもらい，グルーヴのランキング

を作りました。次に，この主観評
価のランキングを用いて，グルー
ヴの高い音楽が実際に身体運動を
引き起こすか否かを調べました。
その結果，予想された通り実験参
加者は高いグルーヴの音楽を聴い
ているときに，より多くの自発的
な身体運動をみせました。また，
音楽家の場合，グルーヴの高い音
楽を聴いているときのほうが，一
次運動野がより興奮することも報
告されています 9。
音楽を用いた運動支援・運動療法

　スポーツ教育やリハビリテー
ションの現場では，音楽と運動の
結びつきを上手く活用することで
成果をあげています。シンプソン
とカラゲオジス 10の研究では，音
楽を聴いたときとそうでないとき
の400メートル走のタイムを比較
しました。その結果，走るリズム
と合った音楽を聴いた場合に，音
楽を聴かなかった場合と比較して
タイムが縮むことが分かりまし
た。興味深いことに，モチベー
ションを高める音楽とそうでない
音楽との間では効果に差がみられ
ませんでした。つまり，音楽によ
るパフォーマンスの向上は，音楽
によるモチベーションの向上が原
因ではなく，音楽の持つリズムが
重要であることを示唆していま
す。また，高齢者が運動をすると
きには音楽に合わせて運動をする
ほうが，音楽なしで運動をするよ
りも，脳の老化を抑え認知機能に
良い効果をもたらします 11。さら
にパーキンソン病や脳卒中のリハ
ビリテーションでは音楽に合わせ
て動くことで，症状が緩和される
ことも報告されています 12,�13。
音楽と運動の研究

　これまで見てきたように，ヒト
の運動は音と深く結びついていま
す。ヒトはなぜ音楽という文化を
発展させてきたのかは未だ明らか
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音楽療法とシステマティック・
レビュー

　音楽療法は，児童施設，高齢者
施設，病院など，世界中のさまざ
まな場面で行われています。それ
を反映するかのようにCochrane 
Database of Systematic Reviews
で，“music therapy”とキーワー
ド検索をすると，25件ヒットし
ます（2017年7月時点）。検索結
果は統合失調症，自閉スペクトラ
ム症，うつ，認知症，脳損傷，呼
吸器疾患，失読症，冠動脈心疾患，
がん，不眠症，そして痛みや術前
不安の軽減に関する研究など，多
岐にわたります。コクラン・ライ
ブラリーは，ランダム化比較試験
を中心したシステマティック・レ
ビューであるため，PubMed等で
症例報告を検索すれば，音楽療法
の対象はさらに多岐にわたってい
ると実感できます。
　では，音楽療法の効果はどの
くらい認められているのでしょう
か？　12のシステマティック・レ
ビューが，音楽療法に効果がある
かもしれないと結論づけています

（表1）。特に不安の軽減を示した
システマティック・レビューが多
いです。この結果をみて，意外と
多い，いや少ないと読者はそれぞ
れに思うでしょう。私自身は音楽
療法の使用場面の多さと比べて，
効果の割合は少ないと感じました。

　音楽療法の効果を研究していく
上で，問題となっていることは何
なのでしょうか？　それは往々に
して，個々の研究の方法論的な質
が低く，実験参加者数が少ないこ
とです。そのため音楽療法の効果
を評価することができないと結論
づけているシステマティック・レ
ビューが約半数を占めます。しか
も効果があったという12の研究
報告においても，効果があるかも
しれない（原語ではmay）とい
う但し書きの研究が多数です。
　音楽療法は，「音楽の持つ生理
的，心理的，社会的働きを用いて，
心身の障害の回復，機能の維持改
善，生活の質の向上，行動の変容
などに向けて，音楽を意図的，計
画的に使用することをさすもの」
と，日本音楽療
法学会では定義
されています。
また，オルフェ
ウスが竪琴を病
の治療に用いた
というギリシャ
神話の記述が，
多くの音楽療法
の専門書にある
ように，その歴
史は実は古いで
す（例えば，渡
辺, 2011）。
　19世紀に入る

と，古代では認識されていた音楽
の心理的効果や，抑圧された感情
や体験を外部に表出して心の緊張
を開放する効果であるカタルシス
効果が再び注目されるようになり，
施設や病院で音楽プログラムが実
践されました。特に音楽の情動へ
の影響に関するものであり，対象
はうつ病などの精神症状でした。
　20世紀になると，第二次世界
大戦の心理的外傷のある戦病兵士
に対するケアが注目されるように
なり，そのケアの一つとして音楽
療法が取り入れられるようになり
ました。そして音楽療法の対象が
精神発達遅滞を有する児童や身体
障害を持つ患者に拡大し，さらに
高齢者にまでその領域が広がりま
した。音楽療法で医療保険点数の

音楽療法がもたらす効果とは？

三重大学大学院医学系研究科認知症医療学講座�助教
田部井賢一（たべい　けんいち）

Profile─田部井賢一
日本大学芸術学部音楽学科卒業，同大学院芸術学研究科音楽芸術専攻修了。同大
学院総合科学研究科生命科学専攻単位取得退学。専門は認知神経科学，音楽知覚
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表 1　音楽療法に効果があるかもしれないと結論づ
けたシステマティック・レビュー

報告者 年 対　象

Monika�Geretsegger�et�al. 2017 統合失調症

Jenny�T�van�der�Steen�et�al. 2017 認知症

Wendy�L�Magee�et�al. 2017 脳卒中

Joke�Bradt�et�al. 2016 がん

Kira�V�Jespersen�et�al. 2015 不眠症

Joke�Bradt�et�al. 2014 人工呼吸器装着患者

Monika�Geretsegger�et�al. 2014 自閉症

Joke�Bradt�et�al. 2013 心冠動脈疾患

Joke�Bradt�et�al. 2013 術前の不安

Khadra�Galaal�et�al. 2011 内視鏡検査前の不安

Malinee�Laopaiboon 2009 帝王切開時の不安

Anna�Maratos 2008 うつ
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は，対象が高齢ということから神
経細胞が増えたことは考えにくく，
介入した結果，血流量増大から血
管形成に変化が起こり，容積の増
加として結果が出てきたのではと
考えています。
　音楽療法には効果があると思い
ます。医療の現場で怪しいものと
思われないためにも，一歩ずつ地
道な行程ではありますが，方法論
的に質が高く，実験参加者数が多
い研究でその効果を示していきた
いと思います。
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取得が可能な国もあり，音楽療法
士が医療の場で活躍しています。
音楽療法の転換期

　このような歴史を辿ってきた音
楽療法も現在，転換期にありま
す。一昔前の「（私の）音楽の持
つ力がこの患者の症状を改善させ
た」という症例を中心とする研究
から，次の段階に移行しつつあり
ます。 Evidence Based Medicine

（EBM）という言葉があり，治る
という証拠（根拠）のある医療の
ことを指します。現在，所属講座
では，佐藤正之准教授を中心に音
楽療法の効果について科学的な証
拠（根拠）を示すために，主に認
知症・脳梗塞・失語症を対象とし
た研究を行っています。
　偶然性の強い個人的な経験や観
察に基づくこれまでの研究から，
体系的に観察・収集されたデータ
に裏づけされた研究への転換を目
指しています。そのためには先行
研究と病態をふまえた仮説の設定
と，その正当性を検証できるよう
なパラダイムが重要となりますが，
なかなか一筋縄ではいきません。
　その理由のひとつは，対象者と
介入方法の多様性の問題があり
ます。患者の症状はさまざまで
あり，症状の進行も異なっていま
す。もちろん音楽の学習経験もさ
まざまで，時には音楽が好きでは
ないという方にも出会います。
　介入方法に関しては，音楽療法
には受動的，能動的など多くの方
法があります。患者の好きな楽曲
がいいのか，それとも青春時代の
流行歌がいいのか，さらにどのく
らいの時間が適しているかなど，
手法の多様性のために介入方法は
個人的な経験や観察に基づいてい
るところが多いのが現状です。患
者に合わせた介入方法が可能であ
るというメリットはありますが，
偶然性の強い個人的な方法であ

り，また療法士のスキル
に依存することになり，
体系的に観察・収集され
たデータに基づく方法と
はほど遠くなってしまい
ます。
音楽療法と認知症

　最後に，当講座の認知
症予防・進行抑制に関す
る研究を紹介します。定
期的な運動は，高齢者
の認知症の予防，あるいは認知機
能の低下を抑制すると多くの観察
研究において示されており，積極
的に推奨されています（日本神経
学会監修, 2010）。さらに，運動に
認知機能訓練を組み合わせること
でさらに効果が見られることが示
されています（Fabre et al., 2002; 
Oswald et al., 2006; Shatil, 2013）。
また，音楽には運動と密接な関
連があることが知られています

（Miura et al., 2011, 2013）。
　そこで，健常高齢者に運動と音
楽を組み合わせた介入を行った場
合，運動のみよりもさらに効果が
あるのかどうかを調べたのが，三
重県の御浜町と紀宝町で行った御
浜－紀宝プロジェクトです（Satoh 
et al., 2014; Tabei et al., 2017）。全
国的にみても両町の高齢化率は顕
著で，20年後の日本の平均とほ
ぼ同等にまで進んでいます。その
ため，両町での介入結果は20年
後の日本に応用できる可能性があ
ります。約150名の健常高齢者を
対象とした研究でしたが，運動と
音楽を組み合わせた介入は，運動
のみよりも視空間認知機能を向上
させ，前頭葉容積を維持・増加さ
せることを示しました（図1）。ま
た認知症患者を対象とした研究で
は，認知症の進行抑制にも有効で
あり，日常生活の動作の悪化を防
ぐことを示しました（Satoh et al., 
2017）。脳の容積の結果に関して

図1　介入後の脳容積の変化
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女性たち女性たち

心理学史の中の心理学史の中の
リタ・ホリングワース
立命館大学総合心理学部教授。学校法人立命館・
学園広報室長。日本心理学会教育研究委員会資料
保存小委員会委員長。データに基づかない強固な信
念のうち，正しいモノもあるのでしょうが，間違って
いるモノも多いはず。データの力で偏見を打ち砕く
のが心理学者の仕事の一つかもしれません。

サトウタツヤ

　リタ・ホリングワースはネブラ
スカでStetter家に生まれた。ハ
リー・ホリングワース（Harry 
Hollingworth） と の 結 婚 を 機 に
ニューヨークに移り住んだ。ハ
リーが大学院生である間は仕事を
続けようとしたが，当時のニュー
ヨークの公立学校では既婚婦人が
働くことは非合法だったため，職
にもつけずウツウツとしていた。
やがて夫・ハリーが研究資金を得
たため，リタはコロンビア大学の
ソーンダイクのもとで大学院生と
なった。博士論文のテーマは月経
中の女性の作業パフォーマンスの
問題である。彼女は，女性が月に
一度作業的に劣るという主張は，
妥当性がなく女性の職業進出を妨
げるための誤った主張だと考えて
いてそうした主張をデータで覆そ
うとしたのである。
　彼女の考えや研究は，その当
時勃興したフェミニズムと一致
し て い た。 リ タ は 参 政 権 拡 張
論 者 で あ っ た か ら， そ う し た
主張のグループに属していた。

「Heterodoxy Club」 と い う グ
ループにも属しており，そこに
はアメリカ共産党の創始者・ス
トークス（Rose Pastor Stokes），
フェミニストライターのギルマ
ン（Charlotte Perkins Gilman），
産児制限運動のデネット（Mary 
Ware Dennett）などがいた。リ
タはこれらの人々に比べれば穏健
派であったが，活動の中でリタは
フェミニズムの主張を裏づけるの
に心理学のデータが有効であるこ
とに気づいていく。
　彼女は知能に関するさまざま
な研究をレビューして，女性が
知 的 に 劣 っ て い る と す る 証 拠
はないと結論づけた（Lowie & 
Hollingworth, 1916）。そして，女
性の活躍の場が制限されている社
会は不自然だと非難したのであ
る。「女は女に生まれない，女に
なるのだ」というフレーズで著名
なシモーヌ・ド・ボーヴォワール
の『第二の性』が出版されたのが
1949年であるから，それに先立
つこと30年ほど前に，リタは作
られた性別としてのジェンダーと
いう考え方に通じるような問題意
識を持っていたと言えるだろう。
　リタの心理学者としての活躍も

めざましいものがある。1917年
にはアメリカ心理学会とは独立の
組織であるアメリカ臨床心理学
者の会の設立に尽力した。彼女
は知能が高い子どもたちの発達
に関心を持ち，1926年には『才
能に恵まれた子どもたち（Gifted 
Children）』を出版した。また，
1928年には『青年期』を出版し
た。この書において彼女は12 〜
20歳の時期の青年は家族の監督
から離れようとするものだとし
て，青年期を心理的離乳の時期だ
と指摘した。
　リタは，1939年，ガンのため
53歳の若さで亡くなった。死後，
夫 の ハ リ ー が『Children Above 
180 IQ』 と い う 本 を 出 版 し た

（1942）。この本はリタが12人の
高IQ者を対象に1916年から続け
てきた経時的研究である。リタ
は，高いIQを持つ子どもたちが

（一般に思われているように）壊
れやすかったりエキセントリック
だったりするわけではないという
ことを記述し，むしろ大人たちか
ら「常に充足している子どもた
ち」と見られることによって不適
切な扱いをされていると訴えた。
死後になってもなお，子どもたち
の幸福を願っていた，それがリ
タ・ホリングワースの心理学なの
ではあるまいか。

文　献
Lowie, R. & Hollingworth, L.（1916）

Science and feminism. Scientific 
Monthly, 4, 277-284.

［第 5回］

Hollingworth,�Leta（1886-1939）
http://yegs.org/yegs-hall-of-fame-
leta-hollingworth-1886-1939/

http://www.feministvoices.com/
leta-hollingworth/
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高校生，「顔」について
考える

徳山大学福祉情報学部 准教授
小松佐穂子（こまつ　さほこ）

　2016年9月11日，京都女子大学にて「ひら
めき☆ときめきサイエンス〜ようこそ大学の研
究室へ（科研費，研究成果の社会還元・普及事
業）」「あなたは『木を見て森を見ず』か『森を
見て木を見ず』か（代表：箱田裕司（京都女子
大学教授））」が開催され，京都市内外から心理
学に興味を持つ高校生や保護者の方，引率の先
生など20名の方が参加されました。
　この講座では認知心理学のテーマの中から認
知特性の個人差に焦点を当て，全体に注意を向
けるグローバル処理（『森を見て木を見ず』）と
部分に注意を向けるローカル処理（『木を見て
森を見ず』）があること，そしてそこに個人差
はあるのかという問いについて授業をしまし
た。箱田先生から一般的なグローバル処理と
ローカル処理についてNavon図形（小さな数字
で大きな数字が形づくられている）を使った課
題等が実施され，それらの処理傾向が場面の知
覚や記憶とどう関わっているかがお話しされま
した。私は，顔認知の観点からのお話をしまし
た。本稿ではその「顔のグローバル／ローカル
認知 ─ 人物認知と表情認知」の話をします。

顔におけるグローバル処理とローカル処理
　顔認知とグローバル処理／ローカル処理は，
切っても切れない関係にあります。なぜなら，
顔認知ではグローバル処理（顔研究では「全体
処理」と呼ばれる）がとても重要であると多く
の研究が示しているからです。特にその顔が誰
であるか認知する人物認知では，部分（目，口
など）を処理するだけでは不十分で，顔を全体
として処理することが重要だと言われています。

人物認知における全体処理の重要性
　全体処理の重要性は，次の四種類の研究に
よって示されています。一つ目は，顔の一部分

（目のみ，口のみ）を提示しただけではそれが誰
かを答えることが難しいという研究です。私は
この話をするときにはいつも，芸能人の方の顔
写真を使います。顔全体を隠して目や口だけを
見せて，高校生に誰かを当ててもらいます。最
近は女優の石原さとみさんの写真を見せていま
すが，やはり目だけではわからないようです。
　二つ目の研究は，低空間周波数画像（粗くぼ
かした画像），すなわち部分がわかりにくい顔画
像でもそれが誰かはわかるというものです。続
けて三つ目は，スクランブル顔を用いた実験で
す。スクランブル顔とは，眉，目，鼻，口の上
下配置を入れ替えた顔画像のことで，配置情報

（≒全体情報）が間違っている画像です。この
顔画像に対して誰かを答えさせると，正しい配
置情報の顔画像に比べ回答が遅くなることがわ
かっています。こちらの話も授業では，芸能人
の写真（今回はビートたけしさんとダウンタウ
ンの松ちゃん）を使って答えてもらっています。
　四つ目は合成顔効果です。これは別の人物の
顔の上下半分ずつを合成すると，元の人物の認
知が困難になるというものです。合成顔によっ
て新しく作られた顔の全体情報が，元の人物認
知を困難にするのです。授業では，この例が一
番おもしろく感じてもらえます。今回は向井理
さんと小栗旬さんの顔の上下半分を合わせてそ
れぞれ誰かを答えてもらいましたが，普通に見
ただけではわからないようで，高校生は自然と
顔の下半分を隠して見ていました。そうしない
と認知できないくらい，新しく作られた全体情
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私の出前授業

Profile─小松佐穂子
2009年，九州大学大学院人間環境学府博士後期課程修了。博士（心
理学）。九州大学大学院医学研究院非常勤研究員，九州大学大学院
人間環境学研究院学術研究員，徳山大学福祉情報学部講師を経て，
2016年より現職。専門は実験心理学，認知心理学。著書は『本当の
かしこさとは何か：感情知性（EI）を育む心理学（心理学叢書4）』

（分担執筆，誠信書房）など。

報が強いことを示していると言えます。
　以上が人物認知で全体処理が重要であること
を示す研究でした。これらの話題は多くの心理
学テキスト，顔に関する書籍に書かれてありま
す。その一方で，今回の授業では人物認知だけ
でなく「表情認知」に全体処理と部分処理がど
う関わっているかもお話ししました。

表情認知とグローバル／ローカル処理
　「表情ではグローバル処理とローカル処理の
どちらか重要でしょうか」と今回の授業で尋ね
たところ「ローカル処理」という答えが返って
きました。理由を聞くと「笑顔などは目や口の
形だけでわかるから」と。確かにその通りで，
表情認知とローカル処理（部分処理）を結びつ
ける話として，表情研究の第一人者であるエク
マンが開発したFACSシステム（Ekman et al., 
2002）の話をしました。FACSとは表情筋に基
づいて顔の動きを番号化したもので，例えば1
番の動きは眉の内側を持ち上げる，2番は眉の
外側を持ち上げるなどと番号化され，これらを
組み合わせると表情になります。授業ではどの
番号で動かせばどの表情になるかを説明して，
実際に表情を作ってみました。
　表情認知と部分処理の関係については，怒
り，悲しみ，恐れでは顔の上部特徴が，喜び，
嫌悪では下部特徴が重要であることが明らかに
されています。したがって高校生も答えた通
り，表情認知では部分処理，人物認知では全体
処理という二分法的な話になりそうでした。し
かし私がこの授業のために調べた先行研究の
中に，表情認知でも全体処理が行われている
ことを示す研究があったのです（Calder et al., 
2000）。この研究は表情を使って，先に述べた

合成顔効果を検討していました。実験の結果，
顔の上下半分で異なる表情を使用すると，表情
でも合成顔効果が生じること，すなわち全体処
理が行われていることが示されました。そこで
授業では，表情認知では全体処理と部分処理の
どちらが重要かについての研究はまだまだこれ
からです……というところで話を終えました。

高校生に伝えたかったこと
　今回講義をする上で私が大事にしたのは，最
新知見を紹介することもそうでしたが，それは
世界中の研究者が日々研究に取り組んでいる結
果であり，人ごとではなく，心理学を学びたい
高校生の皆さんが大学に進学し自らも研究室で
研究を進めていく可能性を示すことでした。そ
のためにまずは現象を体験してもらい，知識を
提供しながらなぜそれが起こるのかなどを自ら
考えてもらいました。「なぜこうなると思う？」
と問いかけ，どのような考えも否定せずに聞い
てみると，高校生も正直で自由な考えを話して
くれました。「研究をやってみたい！」という
彼らの気持ちに火をつけられたかはわかりませ
んが，今回のような授業を通して少しでも多く
の高校生が心理学の研究に興味を持ち，希望の
種となることを心から願います。

文　献

Calder, A. J. , Young, A. W., Keane, J. & Dean, 
M.（2000）Configural information in facial expression 
perception. Journal of Experimental Psychology: 
Human Perception and Performance, 26, 527-551.

Ekman, P., Friesen, W. V. & Hager, J. C.（2002）Facial 
action coding system（FACS）. Salt Lake City, UT: A 
Human Face.
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宇
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宙
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と君のあいだ
慶應義塾大学文学部 准教授

平石　界（ひらいし　かい）

Profile — 平石　界
東京大学大学院総合文化研究
科博士課程退学。東京大学，京
都大学，安田女子大学を経て，
2015年4月より現職。博士（学
術）。専門は進化心理学。

　自分もいい年だし，スカイツリーも開業5年
だし，さすがに年貢の納め時かなと，東京タ
ワーに登ってきました。外階段を上るなどとい
う蛮行は避けて安楽にエレベーターで地上150
メートルへ。目の前に広がる夜景。さすが東
京，360度全方位の圧倒的な街の広がりです。
お約束で自宅を探しましたが見つかるわけもな
く，せいぜいあの辺りが職場かなと分かった程
度。帰ってから某Gマップでビル群の方角と位
置を確認して満足することにしました。
　Gマップには本当に感謝していて，時々ふい
に「今日，◯◯で食事されましたね」とか言わ
れると「また今日も個人情報を切り売りしてし
まった……」と嘆息するものの止められませ
ん。まぁ自分ごときのつまらん情報，大した役
には立たんだろうと高をくくっていたのです
が，数は力。Althoffさんたち（2017），世界規
模での運動不足蔓延の原因を調べるために，70
万人分のスマホのGPSと加速度情報を分析し
ました。普段，数十人とか数百人のデータを
扱っている者にはため息が出る力技です。
　なかなか興味深い結果で，運動不足の国で肥
満が多いとも限らない。より関係が強かったの
は国内での運動量格差なんですね。例えば差の
小さい国の筆頭として日本が出てくるんです
が，皆が比較的せっせと歩いている。「万歩計」
の名前が元で「一日一万歩」という目安が特に
根拠もないままグローバルスタンダードになっ
たなんて話もあるみたいですし，さすがです

（Servick, 2015）。
　格差があるとなぜ肥満が増えるのか。そうい
う国では女性の運動量が特に減りがちだから，
と言うんですね。その理由がまた気になるんで
すが，それは書いてない。ただ，都市の「歩
きやすさ（walkability）」が運動量格差につな
がってるそうです。お店が多いと歩きやすいと
いう話もあり（Sallis, 2016），なんとなく勝手
に納得してしまう感じがあります。ステレオタ
イプ丸出しですが。

　もっとも，GPSで個人情報を切り売りしなく
ても，基地局だって虎視眈々と我々の位置を
把握してますよね。それを使ってBlumenstock
さんら一派（2015），ルワンダの携帯ユーザ
150万人のデータを分析しました。まず900人
位のユーザに「お宅に電気きてます？」とか

「バイク持ってます？」といった電話インタ
ビューをして経済状況を割り出す。それとその
人の携帯利用パタンの関連を調べることで，携
帯利用歴から収入を予測する方法を開発したん
ですね。これがまぁ，かなり良いものができて
しまった。例えば，利用歴からその人の家に電
気が来てるか予測してみる。それで夜間の衛星
写真を見てみると，ちゃんとそこに明かりが点
いてる。さすがに個人宅まで分かったわけでは
なく0.55キロ平米単位での分析ですが，ルワン
ダって中国地方くらいの広さありますからね。
それを約740m四方に区切った上で，「この枠
に明かりがあるはず！」ってのが分かってしま
う。通話場所と通話時間くらいの情報から，な
んでそこまで分かっちゃうの？　残念ながら

「予測が狙いで作ったものだから，仕組みは良
く分からない（意訳）」とツレナイ論文でした。
　人類が宇宙に進出してから50年。宇宙旅行
をした人はまだ数えるほどですが，個人情報は
すでに，電磁波にのって地球上を飛び回ってい
るんですね。宇宙からの電波を捕まえて自らの
立ち位置を知り，それがまた電波となって飛ん
でどこぞのサーバに溜め込まれる。一方であな
たの発した光を宇宙のカメラが見つめてもい
る。そんな時代でもまだ君は，あいつの正体を
知ることもなく冷たい雨に打たれて泣いている
のでしょうか。
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公益社団法人としての日本心理学会

　2017年6月から，総務担当の常務理事となり
ました。2015年から二期連続で常務理事を務め
させていただいたことで，少しは日本心理学会
という組織の様子が理解できた気がします。私
が所属している他の心理系の学会と比較した
時，最も違うのは，本学会が会員利益を謳わな
い「公益社団法人」だということです。定款の
第3条には，こう記されています。
　「（目的）第3条 この法人は，心理学に関する
学理及びその応用の研究発表，知識の交換なら
びに会員相互及び内外の関連学会との連携共同
を行うことにより，心理学の進歩普及を図り，
もって我が国の学術の発展に寄与することを目
的とする」。（下線著者）
　会員の活動促進は手段であって，目的は，「我
が国の学術の発展に寄与すること」なのです。
　昨年10月この欄で，①日本心理学会の会計
が「研究振興支援事業」「認定心理士資格認定
事業」「教育研修啓発事業」の3つの公益目的事
業と，法人運営のための「法人会計」の，計4
つの区分で管理されていること，②会員の年度
会費，認定心理士資格審査・認定料，学術集会
が，収益の3本柱であること，③この収益を，
上記の4つの区分に配分して，目的に沿った支
出を行っていることなどをお伝えしました。
　確かに，収支はこのように区分されていま
す。しかし，その利益は収入源である本学会員
や認定心理士に直接還元するのではなく，「我
が国の学術の発展に寄与」するという，より大
所高所に立った活動が期待されているのです。
ということは，年会費や認定料は，支払者が対
価を求めて支払う「料金」というよりは，「お
布施」みたいなものだということになります。
もちろん，会員の交流や，認定心理士の会の講
演会は本学会の大事な役割ですが，それを通じ
て，より広い公益に資することが目的です。
　この，公益の観点から，注目している新たな
事業が二種あります。一つが他学会の年会費の
代理徴収，もう一つが認定心理士の会を通じた
地域学会サポートです。
　心理学関連の学会はたくさんあり，一般社団
法人日本心理学諸学会連合（通称，日心連）に
所属している学会は，2015年7月1日現在で，51

団体だそうです（日心連ホームページ）。その
うち30以上が会員1,000名未満の団体です。
　この規模だとスケールメリットがでないので，
予算が厳しいと思われます。そして，収入源で
ある会費徴収のための費用にも苦労します。も
し，クレジットカードによる会費徴収システム
が導入できれば，大いに助かることでしょう。
クレジットですから，手数料分の収入が減りま
すが，郵便局に行くのが億劫で，あるいはうっ
かり忘れて滞納してしまうことによる徴収漏れ
の損失が減ることでカバーできると思います。
事務経費も節減されます。利点は多いのです
が，システム構築の費用が高額なため，小規模
学会がこの仕組みを導入するのは困難です。
　そこで，本学会がシステムを構築し，他学会
の会費徴収のお手伝いをしてはどうかというこ
とを検討しています。たとえば A 学会のホー
ムページから日本心理学会の会費徴収システム
にアクセスすると，日本心理学会の ID を使っ
て A 学会のクレジット決済ができる。そんな
ことができるようになったら便利だろうな，と
考えています。利用できるのは日本心理学会の
会員だけというのがデメリットですが，システ
ム構築費が安く，全額を本学会で負担すること
も可能です。もし，賛同学会が増えれば，その
時点で本学会員以外の方の支払いを可能にする
システムを検討すればよいと思います。
　もう一つが，認定心理士の会の地域幹事を通
じた，地域学会への貢献です。地域学会で特定
の講演を共催にさせていただき，認定心理士に
開放されることを進めています。認定心理士の
会にとっては，会員の皆様方の研修になります
し，そのときにお支払いする共催金を大会運営
に役立てていただければ，地域の心理学の発展
に少しだけ寄与することができます。いわば，
共存共栄です。この試みは，7月の東北心理学
会を皮切りに，すでにスタートしました。
　認定心理士の会の地域幹事は，日本心理学会
の代議員（社員）を中心としたシニアと，フッ
トワークの良い中堅がペアになって担当してい
ます。ゆくゆくは，この地域幹事を通じて，そ
れぞれの地域の学会の発展に一層貢献できるよ
うな関係になることを願っています。

（総務担当常務理事・東北大学教授　阿部恒之）

常務理事会から
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Profile─ともなが　まさき
1964年，大阪府生まれ。大阪大学大
学院人間科学研究科博士課程単位
修得退学。博士（理学）。日本モン
キーセンター学術部長を兼任。著書
は『チンパンジーの認知と行動の発
達』（共編，京都大学学術出版会），

『動物たちは何を考えている？』（分
担執筆，技術評論社）など。左写真
はポニーのニモと一緒に撮影。

この人をたずねて

■友永先生へのインタビュー

─ご自身の研究領域を教えてい
ただけますか？
　チンパンジーを対象にした比較
認知科学です。比較認知科学とい
うのは，ある特定の認知機能を現
生種間で比較して，共通の特性や
独自な特性の進化を調べる領域で
す。例えばヒトとチンパンジー
の認知機能を比較することで，そ
の機能の進化を再構成できると
思っています。比較するトピック
はさまざまで，最近は数と顔の認
知や，チンパンジーの認知発達に
関心があります。チンパンジーの
他にも，イルカやウマ，ヤギ，カメ
も研究対象にしていますね。例え
ばイルカはぼくらと同じ哺乳類で
も，異なる動物種として分岐した
のはずっと昔で，彼らは水中の環
境に適応しています。だからぼく
らみたいな地を這う哺乳類から
すると，イルカを調べるというこ
とは環境適応の威力を調べるって
意味ですごく面白い。かと思い
きや，バンドウイルカもチンパン
ジーみたいに個体同士で連合を組

むことがあったりして，「それを
支えるチンパンジーやヒトと共通
の知性とはなんだろう？」と考え
るとそれはそれで面白いですね。
─全ての研究に通底している
テーマはありますか？
　基本的には視覚認知を中心に据
えた研究をしています。動物に
とって世界がどういうふうに見
えて，見えたものがどんな意味を
持っているのかということを知り
たいです。それを前提にして，い
ろんなものを理解したいですね。
例えばチンパンジーみたいな大型
類人猿が相手と協力したり競合し
たりする社会性の問題は，ぼくも
含めみんなずっと考え続けている
んですけど，そういう社会的認知
を考える上でも，ぼくは「それを
可能にする視覚情報処理としての
顔認知や他者の行為の認知はどう
なっているんだろう？」という観
点から出発しています。
─さまざまな動物を対象に研究
をしていますが，そのきっかけと
か，モチベーションとかはありま
すか？
　研究対象の「わけのわからな

さ」ですね。チンパンジーと日々
関わり合い，その瞬間瞬間にチン
パンジーから返ってくるダイナ
ミックな行動の変化を見ている
と，まったくわけのわからないこ
とがたくさん起きます。ぼくはそ
れが面白くて研究しているという
面があります。論文では「これこ
れという問題あり，それを調べる
にはヒトと近縁のチンパンジーを
使って……」というふうに書くけ
ど，実際は逆。チンパンジーはこ
うだよねっていう面白さを見つけ
出して，それが視覚認知という専
門分野のもとでヒトとの比較につ
ながっていくんです。そうやっ
てある特定の種に興味を持って
ずっと見ることで，生き物の見方
が変わってきて，今度は他の動物
も「どうして彼らはこうなんだろ
う？」と目に入ってくるように
なってきました。結果，こうやっ
て研究が広がっていったのだと思
います。
─確かに，チンパンジー研究を
20年間続けてきた上で他の動物
の研究をすると，チンパンジーを
ある意味「ものさし」にして見え
てくるものがたくさんありそうで
すね。
　もちろんです。ただ，それは逆
に弱いところでもあって，考えつ
く研究のトピックが制約を受けて
いるかもしれないから，そこには
注意しなくてはいけない。例えば
ぼくからしたら，ヒトとはまった
く違う身体構造を持つカメが動い
ているってこと自体が面白いし，
正直言ってぼくらとはまったく異
なった知性のあり方をしているよ
うに見えます。だけど，いざ研究
となるとこれまでの自分の方法論
から出発せざるをえない。すごく
美味しい料理がきているのにまず
パセリから食べているような遠回
り感はありますね。でもそれは第
一歩として割り切って，これから

京都大学霊長類研究所認知科学研究部門 教授

友永雅己 氏

インタビュー
松井 大
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この人をたずねて

どうやって広げていくのかは，自
分の周りにいる研究者との幅広い
交流の中から見つけていきたいと
考えています。
─今後調べていきたいもの，注
目しているものはありますか？
　動物の環境内での位置移動で，
彼らが移動中にどんな情報を取得
しているのかというのが気になり
ます。当たり前だけど，チンパン
ジーには高所恐怖症がいないんで
すよ。落ちたら死ぬのはヒトと
同じなのに。加えて，同じ樹上生
活でもチンパンジー，オランウー
タン，あるいはテナガザルでは移
動の仕方が全然違う。さらに言え
ば，同じチンパンジーでも子ども
の頃と大人になってからじゃ身体
の動かし方が変わってくるので，
発達的な変化もあります。おそら
くは身体の大きさや構造が関わっ
ていて，それが知覚とも密接に影
響し合っているんでしょうね。つ
まり，環境から必要な情報をダイ
レクトに知覚して，かつ，自分の
身体の情報と合わせて総合的な判
断を下しているはず。こういうの
はバイオメカニクスの人たちと一
緒にやるとなんか面白いものが出
てくるかもしれないですね。心理
学から見て周辺にある研究領域で
使われている手法をうまく使う
と，見えてくるものも広がってく
るんじゃないかと思います。
─最後に若手研究者へのメッ
セージをいただけますか？
　頑張れ！　まずは自分が対象に
している動物への愛みたいなもの
が大事なんだと思います。という
のも，動物の研究をしていると，
その種の背後にあるさまざまな
状況に目を向けざるをえなくなり
ます。例えばカラスの研究だった
ら，彼らの高次認知機能だけでは
なく，害鳥扱いされているカラス
と人間との関わり合いとかですか
ね。つまり，実験室にいる動物の

姿だけではなく，その背後にある
丸ごと全てを引き受けるような覚
悟が必要になる。それを楽しいと
思えるメンタリティが必要です。
とはいえ，まずは自分の目の前に
いる動物の面白さをいろんな視点
で見て，研究に取り込んでいって
ほしいですね。一見のほほんと暮
らしてる動物も，なんでこうなん
だろう，これはどうなってるんだ
ろうって視点で見ることで見方が
変わってくるはず。それが自然と
適応進化，ひいては心の進化の問
題につながっていくのが比較認知
科学の面白さなんだと思います。

■インタビュアーの自己紹介

　友永先生は，論文を読んだこと
は何度もありましたが，実際に面
と向かって話すのは初めてでし
た。実際にお話した友永先生は，
エネルギッシュで好奇心溢れる方
で，インタビュー中何度も「それ
は面白いな……」「こういうこと
ができたら面白いな……」と呟い
ておられたのが印象的でした。そ
んな友永先生の姿を少しでもお伝
えできていれば幸いです。
　私自身はカラスを対象に研究を
しています。カラスの中には棒状
の道具を製作して，朽木に潜む昆
虫を釣り上げる行動を見せる種が
います。そのような「知的」行動
がいかにして可能になっているの
かを，身体の「運動」という観点
から明らかにすることを目指し
ています。具体的には，カラスの
クチバシの操作に対しハイスピー
ドカメラとトラッキングソフトを

用いて運動学的な解析を行い，彼
らの繊細な運動制御能力を調べて
います。最近は行動中の脳の活動
を測る神経生理学的な手法も取り
入れて，行動の内部メカニズムに
も踏み込もうとしています。加え
て，動物の行動と身体の構造がど
のように関わっているのかにも注
目しており，形態幾何学的な測定
を用いてカラスのクチバシ形態を
種間で比較する研究もしていま
す。このように方法論は拡散気味
ですが，動物の行動を，それを生
み出す内部メカニズムと，環境と
生体の接点である身体の形と共に
理解し，動物の生きる世界を描出
したいというのが研究のモチベー
ションになっています。
　動物の研究を始めたのは大学院
に入ってからなのですが，指導教
員から「自分が興味を惹かれるも
のを撮ってこい」と，ビデオカメ
ラを一つ渡されたのが始まりでし
た。それからは毎日研究室内外問
わずカラスの動きをつぶさに眺め
る日々でした。最初はカラスがエ
サを食べる場面を素朴に観察する
ところから出発したのですが，次
第にエサを食べるという単純な行
動一つとっても，そこに動物の生
きるデザインが現れているように
感じ始めました。そうしていくう
ちに「カラスから見た世界」を考
えることに引き込まれ，徐々に研
究らしくなっていったように思い
ます。なので，今回の友永先生と
のお話は，自分の原点に立ち返る
良い機会となりました。

Profile─まつい　ひろし
慶應義塾大学社会学研究科博士課程。日
本学術振興会特別研究員。専門は比較認
知科学，神経行動学。論文は「Flexibility 
of pecking motor control to artificially 
extended bill in crows but not in pigeons」

（共著，Royal Society Open Science）など。
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金城学院大学
人間科学部多元心理学科

北折充隆（きたおり　みつたか）

所在地：名古屋市守山区大森 2-1723
http://www.kinjo-u.ac.jp/pc/index.html

Profile─北折充隆
金城学院大学人間科学部多元心
理学科教授。専門は社会心理学，
交通心理学。著書は『迷惑行為
はなぜなくならないのか？』（光
文社新書），『ルールを守る心：
逸脱と迷惑の社会心理学』（サイ
エンス社）など。

はじめに
　金城学院大学は，名古屋市守山
区にある，プロテスタント・キリ
スト教の精神に基づいた，女性の
ための高等教育機関です。名古屋
市は，東京・大阪に次ぐ第三の都
市といわれることもありますが，
本学のある守山区は，市内ではあ
るものの山や森に囲まれた，緑が
あふれる自然豊かなエリアであ
り，校地は「金城台」と呼ばれる
高台に位置します。単一キャンパ
スながら5,300名を超える学生が
在籍しており，日本の女子大の中
でもトップ10に入る，女子総合大
学の規模を誇っています。
　学院の歴史は古く，1889年，ア
メリカ人宣教師アニー・ランドル
フが私邸の中に設立した「女学専
門冀望館」をルーツとしていま
す。当時は「女子に学問は無用」
といわれましたが，そんな社会的
認識に負けることなく，名古屋の
女性に教育を施していました。
　そんなわけで，本学は聖書の教
えに基づき，豊かな人間性と深い
専門的学識をバランス良く兼ね
備えた女性を送り出すことを，そ
のミッションとしています。「主
を畏れることは知恵の初め」をス

クールモットーとし，熟慮と慎重
さをもって生きるという姿勢を涵
養する教育を実践しています。
　金城学院大学は，戦後間もない
1949年に設立されました。当初
は単科（英文学部英文学科）から
始まりましたが，次第に教育の幅
や奥行きを広げ，2002年に人間科
学部が設置されました。この人間
科学部の中に，社会心理学専攻と
臨床心理学専攻からなる，心理学
科が誕生したのです。
多元心理学科について

　設立当初，この二つの専攻は入
学時から分かれていました。一応，
いくつか共通の授業はありました
が，隣の専攻の授業をもっと受け
たい，専攻を変更したいといった，
入学後のニーズに応えることがで
きませんでした。そこで2011年に
両専攻は統合され，多元心理学科
として生まれ変わりました。
　多元心理学科はこれまでの専攻
や，他大学の心理学科とは大きく
異なり，ユニット制という独自の
システムを採用しています。こ
れは，リベラル・アーツの考え方
を，学部専門科目のシステムに応
用したものであり，その自由度の
高さが大きな特色となっていま
す。リベラル・アーツは特定の学
問に偏らず，人文・社会・自然科
学や芸術などを自分の興味に応
じ，幅広く学べるのが魅力です。
これにならい，本学科は六つのユ
ニットから，自由にメインユニッ
ト（18単位以上履修）を一つ，サ

ブユニット（各12単位以上履修）
を二つ履修するという，ユニーク
なスタイルをとっています。
　六つのユニットはそれぞれ，

「社会心理学ユニット：大山小夜
先生（社会学・フィールドリサー
チ）＆北折（社会心理学・社会規
範論）」「健康心理学ユニット：安
藤玲子先生（健康心理学・メディ
ア心理）＆鈴木正隆先生（生理
心理学・スポーツ心理）」「キャリ
ア心理学ユニット：日詰慎一郎先
生（組織心理学・経営行動学）＆
宗方比佐子先生（キャリア心理
学・職場のメンタルヘルス）」「臨
床心理学ユニット：加藤大樹先
生（芸術療法・ブロック）＆仁里
文美先生（ユング心理学・臨床空
間）」「発達教育心理学ユニット：
川瀬正裕先生（青年期心理学・
障害児援助）＆野田理世先生（認
知心理学・感情予測）」「医療福
祉心理学ユニット：今村友木子先
生（コラージュ表現療法・アセス
メント）＆定松美幸先生（精神科
領域・児童思春期の精神障害）＆
渡辺恭子先生（音楽療法・芸術療
法）」で構成されており，高い専門
性を持ったスタッフが，それぞれ
のユニットを広く深く網羅する形
で，学生の多様なニーズに応える
カリキュラムを展開しています。
　そうはいっても，なかなかユ
ニット履修の仕組みを理解する
のは難しいようなので，私はいつ
も高校生や親御さんには，「アイ
スクリームを選ぶようなイメージ市内を一望できる緑溢れる金城台
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を持ってください」と，お伝えし
ます。1年次に，各ユニットは概
論系の科目を提供しているので
すが，これらはいわばテイスティ
ングです。まずは六つのユニット
を「味見」して，どの領域に自分
が興味を持ったのか，何を学びた
いのかをイメージします。その上
で，2年次からの3年間で，レギュ
ラーサイズのアイス（メインユ
ニット）を1個，スモールサイズ
のアイス（サブユニット）を2個
で，トリプルのアイスを作ってい
くような感じです……こんなふう
に伝えると，だいたい理解しても
らえるというわけです。
　手前味噌になりますが，このシ
ステムは本当によくできていて，
組み合わせは全部で60通りに上
り，学生それぞれが，自分の興味
に合わせた最善の選択を可能に
します。もちろん，選択した3ユ
ニット以外を履修できないという
こともなく，アラカルトのように，
履修したい科目を個別に選択す
ることも可能です。まさに「学び
たいことを，学びたいように，学
びたいだけ」学べる自由度の高さ
が，本学科の大きな強みです。「多
元」の冠は伊達ではありません。
進路と資格

　各ユニットで学ぶことのできる
心理学領域は，非常に多岐にわた
ります。コミュニケーションスキ
ルや傾聴の姿勢，キャリア形成や
ストレスマネジメントなど，好奇
心をもっていろいろなユニットを
回ることで，企業が必要とする対
人関係能力が養われていきます。
そして，こうしたスキルを活用す
るフィールドとして，金融の窓口
業務や秘書業務，営業や事務補助
などの職種を選択し，社会で活躍
しています。
　また，専門職として大学院に進
学し，臨床心理士の取得を目指す

学生もいます。本学は臨床心理
士の第一種指定校であり，専門ス
タッフによる万全の指導体制のも
と，2年間徹底的に鍛えられます。
そしてもちろん，18年度より公認
心理師のカリキュラムを開始する
予定であり，現在は全力でその準
備に取り組んでいるところです。
　それに加え，本学の特色に，精
神保健福祉士（PSW）の資格取
得も目指せる点が挙げられます。
これは，心に病を抱え，生活上の
問題を抱えた人が，社会に復帰し
て日常生活を営めるよう，相談や
支援，社会参加の手助けなどを行
う仕事です。心理学科で心理学を
学びながら，並行してこの資格を
取得できる学科は，それほど多く
ありません。
　多くの受験生は高校時代，漠然
と「心理学を学びたい」とか「カ
ウンセラーを目指したい」といっ
た動機で，心理学科を目指してく
るのではないかと思います。本学
は，入学後に一通り，心理学の各
領域の基礎を学んだ上で，民間企
業に就職するのか，大学院に進学
して臨床心理士を目指すのか，精
神保健福祉士を目指すのかをじっ
くり検討する仕組みになっていま
す。エリクソンの定義に基づけば，
大学4年間は青年期後期にあたり，
学生たちは自分が社会で何をする
のか，どのように貢献していくの
かに，真っ正面から向き合う時期
になります。自分の歩みたい道を，
入学後にじっくり検討することで，
学びの対象を柔軟に変更できると
いう点は，青年期特有の課題であ
る，アイデンティティの確立をは
かる上でも，極めて合理的な仕組
みとなっているのです。
学科の雰囲気

　ここまでは，本学科の仕組みや
特徴をまとめてきました。少し堅
苦しい紹介文になっているように

思いますが，スタッフとして，こ
の学科や学生たちを見た印象は，
全くそんなことはありません。私
自身，暖かい雰囲気にあふれてい
て，人に恵まれたこの環境にとて
も満足しています。中京圏におい
て，本学は「お嬢様女子大学」と
いうイメージを持たれています。
正直にいえば着任が決まった時，
それもあって「お高くとまった学
生にいじめられる」と勝手に妄想

（？）し，非常に不安になったの
を今でも覚えています。
　しかし着任して教壇に立ち，学
生たちと接していく中で，そんな
不安はすぐに雲散霧消しました。
彼女たちの優しさや真面目さ・気
配り力など，本当の意味での育ち
の良さを目にし，この大学・学科
がすっかり気に入り，「俺はココ
に骨を埋める，学科を良くしてい
くことに人生を賭けよう！」と，
自身のアイデンティティを確立す
るまで，多くの時間を必要とはし
ませんでした。スタッフ間の連携
も十分に取れており，悩みや問題
がある学生はすぐに教員間で共有
され，授業でその学生の顔を見れ
ば，誰彼となく親身になって声を
かけるので，「どうして知ってい
るのですか？　気にかけてくださ
りありがとうございます！」と，
驚きながら嬉しそうな顔をしてく
れます。こうした正のスパイラル
がうまく機能しているため，学科
全体の雰囲気も非常に良く，「自
分の子どもを入学させたい」とさ
え思える，理想的な学科運営がな
されています。
　学科が立ち上がってから，15年
が経過いたしました。いろいろ試
行錯誤を重ねながらここまでやっ
てきましたが，この先も時代を先
取りしつつ，学生目線に立った
日々の教育を，スタッフ全員で地
道に行っていきたいと思います。
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Profile─石金浩史
2000年，東京大学大学院人文社会系
研究科心理学専門分野博士課程修了。
博士（心理学）。東京大学助手，理化
学研究所脳科学総合研究センター研究
員，専修大学文学部講師，人間科学部
准教授を経て，2016年より現職。専門
は生理心理学，神経科学，電気生理学。
著書は『イラストレクチャー認知神経
科学』（分担執筆，オーム社）など。

朝焼けのミシガン湖
専修大学人間科学部心理学科 教授

石金浩史（いしかね　ひろし）

　在外研究の機会を得て，2016年
4月から2017年3月末までの1年
間，アメリカ合衆国イリノイ州シ
カゴに滞在しました。シカゴは北
米神経科学会の大会が開催された
り，ハブ空港として有名なオヘア
空港があったりと馴染みのある都
市です。滞在先は専門性と受け入
れ先研究室の教授で選ぶので気
候は無視したのですが，ミシガン
湖が完全に凍る冬の寒さは雪国出
身の自分にも格別でした。チュー
リップで飾られたシカゴの春は短
く，5月末のメモリアルデーを過
ぎるとすぐに夏になるのですが，
爽やかな高原のような初夏の季節
が続いたまま盛夏がいつ来るのか
しらと待っているうちに夏が終わ
りました。
　滞在先はノースウエスタン大学
医学部のSteven DeVries教授の
研究室です。大学のメインキャン
パスはシカゴ郊外のエバンストン
にあるのですが，医学部キャンパ
スはダウンタウンにあります。渡
航前には郊外に住んで電車か車で
研究室に通うことを想定していた
のですが，DeVries教授から研究
室まで歩いて通えるところに住む
ことをstrongly recommendされ
たので，素直に（泣く泣く）相場
の高いダウンタウン内のアパート
を探しに探して契約しました。歩
いて通える必要については研究開
始後に分かることになります。家
具付きの物件がなかったので，全
てAmazonでBest Sellerと な っ
ている激安品を調達して生活の立
ち上げを行った後に，本格的に実
験を開始しました。

　DeVries教授は眼科医ですが，
視 覚 初 期 過 程 を 対 象 と し た 神
経生理学がご専門で，多細胞同
時記録法やパッチクランプ法を
駆使して，Natureなどのインパ
クトの高い論文に加え，Nature 
NeuroscienceやNeuronな ど に も
コンスタントに成果を発表してい
る研究者です。私は実験技術を
DeVries教授から教わる過程で，
実験に対する真摯さや集中力，そ
してその技術力の高さに驚嘆しま
した。
　実験は標本を作製してから正
午頃開始するのですが，終了する
のは翌朝4 〜 5時頃です。途中適
当に夕飯を挟むのですが，おおよ
そ15 〜 16時間は実験セットに向
かってマニピュレータを動かし続
けるというものでした。ミシガン
湖沿いの帰り道で，外で作業をし
ている早番のレストランスタッフ
に「グッモーニン」と声をかけら
れながら帰宅したら即気絶寝で
す。標本を研究チームで有効に活
用するためにもこのスケジュール
は必要なのですが，なかなかハー
ドな毎日でした。向こうの習慣で
週明けには必ず教授やポスドクの
皆さんに「週末はどうだった？」
ときかれるのですが，渡航後半年
ぐらいは「ただ寝ていました」と
答えることが続きました。とい
うことで，研究室徒歩圏内に住む
ことが必須だったわけです。た
だし，半年後には慣れて平気で週
末に出歩けるようになるから不
思議です。近場の美術館を巡り，
Frank Lloyd Wright設計の建築
群を眺めたことが最高の思い出と

なりました。研究のほうはという
と，二つ実施したテーマのうち，
一つは日本で実験継続となりまし
たが，もう一つは論文投稿までこ
ぎ着け，現在査読中です。
　米国滞在中，メジャーリーグの
カブスによるワールドシリーズ優
勝，トランプ大統領誕生に関連す
る市民の抗議活動など，シカゴは
喜怒哀楽に充ちた1年でした。ま
た，DeVries教授がNIHのグラン
トの査読を行っている様子を垣間
見ることができたり，学会のオー
ガナイザーとして活躍する様を見
ることができたりと，実験以外に
ついてもなかなか知り得ないこ
とを勉強させていただきました。
今後，研究・教育を続けていく上
で，極めて貴重な体験となり，国
際学会に参加するだけでは得られ
ない自分の成長の糧となったこと
を実感しています。
　最後に，大学の恩師と所属大学
の学科スタッフおよび事務職員の
支えにより大過なく在外研究を終
えられたことを感謝申し上げま
す。



39

Profile─辻　竜平
東京大学大学院人文社会系研究科社
会心理学研究室助手，明治学院大学心
理学部専任講師・助教授・准教授，信
州大学人文学部准教授・教授を経て，
2017年より現職。専門は社会ネット
ワーク分析。著書は『中越地震被災
地研究からの提言』（ハーベスト社），

『ソーシャル・キャピタルと格差社
会』（共著，東京大学出版会）など。

母校で取るサバティカル
近畿大学総合社会学部 教授

辻　竜平（つじ　りゅうへい）

　前任校でサバティカルを2016
年度後期の半年間もらえることに
なりました。しかし，半年という
のは，いかにも短いものです。そ
のため，少しでも有意義な時間を
過ごそうと，母校でサバティカル
を取ることにしました。私の母校
は，カリフォルニア大学アーバイ
ン校（UCI）です。LAから車で
1時間ほど南下したアーバイン市
にある州立大学です。地中海性気
候で，年間を通じて雨はほとんど
降らず，ビーチも近い，まさにこ
の世の天国といったところです。
　今回の渡米の目的の一つが，日
系人や米国在住の日本人の生活や
交流について観察したり体験した
りすることでした。トランスナ
ショナル・コミュニティが，私の
専門である社会ネットワーク理論
の観点からどのように捉えられそ
うかを考えるきっかけにしたいと
思ったのです。そこで，以前から
の日本人の知人宅に安値で居候
させてもらうことになり，ミドル
クラスの生活や，ホスト宅内外の
パーティ，ホストの所属集団にお

ける交流を垣間見ることができま
した。日本人と日系人との小さか
らぬ断絶の話も聞きました。2016
年の大統領選挙のことで日系誌に
記事を書いたり，日本の補習校あ
さひ学園で高校生を相手に講演し
たりしました。また，近年資料館
などが充実している満

マン

砂
ザ

那
ナ

の日本
人収容所跡地の訪問もしました。
いずれも貴重な経験でした。
　慣れているはずと思っていた米
国生活でしたが，20年もブランク
があると，大いに変わっているも
のです。驚いたことをひとつ。銀
行のIT化は日本以上に進んでい
ました。いくつかの大手銀行間で
は，相手の口座番号がわからなく
ても送金ができてしまいます。ス
マホに登録されているメールアド
レスや住所など複数の情報が，銀
行が持っている情報と一致すれ
ば，本人と認証され，送金ができ
るという仕組みです。アメリカ人
の少しでも便利なサービスをとい
う先取の精神は，まだまだ見習う
ところがあるように思います。
　さて，UCIは，私が専門として
いる社会ネットワーク分析におい
ては，世界的な拠点の一つです。
私が大学院生だった頃には，中心
性指標で有名なLinton Freeman
がおり，大学院のプログラムの一
つとして社会ネットワーク分析
プログラムがありました。現在
は，社会ネットワーク分析の最
も読まれている教科書を編んだ
Katherine Faustや，私と同世代
の気鋭Carter Buttsがいます。現
在は数理行動科学研究所（MBS）
の大学院プログラムの一部門とし

て，社会ネットワーク分析が位置
づけられています。
　私はフォーマルな授業ではな
く，週に1度，ランチを食べながら
大学院生や教員が自分のアイディ
アを発表する「社会ネットワー
ク・リサーチ・グループ」に参加
していました。自分のちょっとし
たアイディアを気軽に報告して叩
いてもらうといったグループで
す。大雑把な感想ですが，いわゆ
るホール・ネットワークを扱う分
析においては，伝統的に理論的か
つ高度なモデルの開発が行われて
おり，その領域から長い間離れて
しまった自分には，ちょっと簡単
には追いつけないなという感じ
がしました。一方，パーソナル・
ネットワーク研究については，手
法をはじめ，われわれ日本人が悩
んでいることを，向こうでも同じ
ように悩んでいることを知り，こ
の領域についてはそれほどレベル
の違いは感じられませんでした。
違いがあるとすれば，さまざまな
領域の研究者とのコラボレーショ
ンによってさまざまな手法が編み
出されていくフレキシビリティが
高いことかと思いました。
　最後に，半年という短い期間
に「本拠地」で研究をするのは，
やはり楽なものです。近年，サバ
ティカルが半年だけしかないとい
う話をよく聞きます。引っ越しも
勝手知ったる街だと簡単ですし，
以前と比べて何が変わったかに気
づくことも多いと思います。本拠
地を定めることで，半年でもこれ
だけのことが経験できるという参
考になれば幸いです。
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　誤解には，笑って済ませられる
ものだけでなく，人間関係に暗い影
を落とすものがあります。本書は，
コミュニケーションにおける「誤
解」という現象に着目し，多様な
誤解事例を紹介するとともに，心
理学を中心に，脳科学，言語学，文
化論の知見をもとに，誤解がなぜ
起こるのかを解き明かす本です。
　誤解を考えるためには，コミュニ
ケーションを客観的に眺めること，
すなわちコミュニケーションに対
するメタ認知が欠かせません。そ
うした理由から，本書に通底する
のは「コミュニケーションのメタ

　高校生を読者層の中心と想定
する岩波科学ライブラリーの1冊
ですが，心理学の面白さに触れる
きっかけになることを願いつつ書
きました。ただし，そのような読
者層を意識したつもりでも，編集
者からは文章が難しすぎると書き
直しを求められ，必ずしもグラフ
が内容を分かりやすくするわけで
はないとのアドバイスに従い，結
果としてグラフや表が1つもない
本に仕上げました。代表的な心理
現象を知っていただくために，ラ
バーハンド錯覚，マガーク効果，変
化の見落とし，色嗜好などを各章

認知」であり，メタ認知を促す演
習授業の実例も紹介しています。
　誤解は，避けて通ることのでき
ないものですが，見方を変える
と，これほど興味深い現象はない
と言えます。積極的に誤解と向き
合い，誤解を引き起こす原因を探
ることによって，心のメカニズム
が明らかになるはずです。人間関
係にいたずらに臆病になるのでは
なく，誤解についてのメタ認知的
知識を蓄えた上で積極的に人とコ
ミュニケーションをとることに
よって，誤解をも克服する力を身
につけることができるでしょう。

の導入として取り上げています。
このような現象ならばすでに知っ
ている方も多いかもしれません
が，ラバーハンド錯覚に温度感覚
も伴い，マガーク効果と腹話術効
果は独立であり，変化の見落とし
は逐次探索の中で生起し，色から
連想される物体の違いで日米では
かなり色嗜好が異なることなどは，
我々の研究グループの成果の紹介
です。このような統合的認知の本
質は，様々な情報が食い違う脳内
での，瞬時で総合的な判断であり，
それを「つじつまを合わせたが
る」と表現し，書名としました。

さんのみや　まちこ
大阪大学大学院人間科学研究科教授。
専門は認知心理学，教育心理学。著書
はほかに『メタ認知：学習力を支える
高次認知機能』（編著，北大路書房），

『教育心理学』（編著，学文社），『考え
る心のしくみ：カナリア学園の物語』

（北大路書房），『心を育てるおやこあ
そびのえほん』『心を育てるおやこえ
ほん』（いずれも監修，ミキハウス）な
ど。

よこさわ　かずひこ
東京大学大学院人文社会系研究科教
授。工学博士。専門は，認知心理学，
認知科学。注意やオブジェクト認知な
どに関する論文多数。現在は，共感覚
や感覚融合認知などを含めた統合的認
知の研究に従事。著書はほかに『視覚
科学』（勁草書房），『注意』（共著，勁
草書房），『オブジェクト認知』（共著，
勁草書房），『心理学研究法』（分担執
筆，有斐閣）など。

著　　三宮真智子
発行　ナカニシヤ出版
A5判／ 222頁
定価　本体2,500円＋税
発行年月　2017年2月

著　　横澤一彦
発行　岩波書店
B6判／ 128頁
定価　本体1,200円＋税
発行年月　2017年1月

誤解の心理学
コミュニケーションのメタ認知

三宮真智子

つじつまを合わせたがる脳

横澤一彦
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　本書は，批判的思考と市民リテ
ラシーが，21世紀の市民が直面す
る様々な問題の解決のために果た
す役割を心理学，哲学，情報学など
の分野から検討したものです。
　第1部「批判的思考と市民リテ
ラシーの基盤」では，心理学と裁
判，哲学，神経科学の観点から，基
礎事項と近年の理論的展開を解説
しました。第2部「批判的思考と
市民リテラシーの教育」では，批
判的思考と市民リテラシーを育成
する教育方法について，大学と小
学校における実践例を取り上げま
した。第3部「社会における市民

　ハラスメントの予防と相談とい
うテーマについては，法律家や社
会学者の発言が目立ち，心理学者
の発言は低調です。
　実際，新聞報道された処分事案
を弁護士さんが次々に紹介するよ
うなハラスメント予防研修はよく
あります。しかし，ウェグナーの皮
肉過程理論からしても，ブレーム
の心理的リアクタンスの理論から
しても，「○○してはいけません」
というメッセージを強く与えるこ
とは逆効果になる可能性が高いと
言えるでしょう。ポジティブ心理
学の視点に立てば，ハラスメント

リテラシーと情報信頼性評価」で
は，批判的思考によって支えられ
ている市民リテラシーに関わる
テーマとして，市民が現在直面し
ている問題を事例として，人口，選
挙，東日本大震災，リスク，医療，
ネット上の群衆の思考や情報信頼
性などを取り上げました。
　本書を通して，市民が批判的思
考と市民リテラシーをもつことの
重要性，そのための教育，そして市
民をとりまくメディアや社会が変
わる必要があることを「批判的思
考研究の最前線」からお伝えでき
たらと考えています。

をしないという消極的な目標を掲
げるよりも，尊重や共感といった人
間関係における価値を深く胸に刻
むことの方が重要です。ジンバル
ドーの監獄実験とルシファー効果
の視点は，ハラスメントは特別な
悪人だけがするものではなく，ごく
普通の人が誰でもなしうるものだ
という理解をもたらしてくれます。
　単に禁止事項を挙げるのではな
く，こうした心理学的な啓発活動
を通して，コミュニティにおいて
無関心な傍観者を減らし，意識の
高い関与者を増やしていくことが
とても大切だと思います。

すぎはら　やすし
京都大学学生総合支援センター教授。
専門は臨床心理学・学生相談。著書は
ほかに『プロカウンセラーの共感の技
術』（創元社），『技芸（アート）とし
てのカウンセリング入門』（創元社），

『キャリアコンサルタントのためのカ
ウンセリング入門』（北大路書房），『統
合的アプローチによる心理援助』（金
剛出版），『12 人のカウンセラーが語
る 12 の物語』（共編著，ミネルヴァ
書房）など。

くすみ　たかし
京都大学大学院教育学研究科教授。 
専門は認知心理学。著書はほかに

『ワードマップ　批判的思考』（共編
著，新曜社），『看護におけるクリティ
カルシンキング教育』（共著，医学書
院），『実践知』（共編著，有斐閣），『科
学リテラシーを育むサイエンス・コ
ミュニケーション』（共編著，北大路書
房），『なつかしさの心理学』（編著，誠
信書房），など。

著　　杉原保史
発行　北大路書房
四六判／ 208頁
定価　本体2,100円＋税
発行年月　2017年2月

編著　楠見 孝・道田泰司
発行　誠信書房
A5判／ 252頁
定価　本体2,800円＋税
発行年月　2016年6月

批判的思考と 
市民リテラシー
教育，メディア，社会を変える21世紀型スキル
楠見　孝

心理カウンセラーと考える
ハラスメントの予防と相談
大学における相互尊重のコミュニティづくり
杉原保史
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地域ごとの活動の活性化に向けて

　認定心理士を取得すると，何の役に立つので
すか？……10年ほど前に某大学で「心理学」
の非常勤講師をしていた時，受講生に質問され
ました。当時の僕は，よくわからないんだよ
ね，と正直に答えてしまいました。あれから8
年経って，認定心理士を取得し，認定心理士の
会の幹事になりました。現在，冒頭の質問に対
する回答に繋がるような，認定心理士の相互交
流や研鑽のための場を創るべく，幹事会での活
動に取り組んでいます。
　会設立の初年度（2016年度）に開催したシン
ポジウムやセミナーを通して，会員同士が出会
い，繋がりができたことと思います。ゆくゆくは
この「繋がり」が，勉強会のような自主的な活
動に発展するようにしたい，というのが幹事会
の意図するところです。そういう活動を支援し
促進するため，地方支部会を設立しました。

認定心理士の会から

5年間の活動をふりかえって

　若手の会が発足して早5年がたちました。月
並みな言葉ですが本当にあっと言う間です。私
は若手の会への参加資格（学位取得後10年以
内）を超え，卒業することになりました。鈴木
華子さんと一緒に世話人を始めた時期が，ちょ
うど私がポスドクから研究室を主催する立場に
なった年でもあり，それまで研究一筋だった環
境から，教育や運営に色々と試行錯誤してきた
5年間でした（今も試行錯誤していますが）。
　若手の会の大きな特徴として，分野の多様性
が挙げられると思います。心の学問としての心
理学は，言うまでもなく多岐に亘ります。脳科
学や人工知能，ロボティクスといった最近流行
りの分野も，心理学と無関係ではありません。
臨床面でも発達障害や認知症等がマスコミでよ
く特集されるほど注目されています。文理融合
や学際性といった言葉では収まらないほどの多
様性や可能性を有している心理学だからこそ，

将来を担う若手の力が求められているのではな
いでしょうか。基礎と応用との融合は古くて新
しい問題ですが，次世代の学術や社会貢献を生
み出すのは若手の役目だと思います。
　最近若い人の元気が無いという声も聞かれま
す。博士の就職難が叫ばれて久しく，若手をと
りまく環境やキャリアパスも厳しいものがある
かもしれません。ただ環境や将来について思い
悩むよりも，まず行動してみることも大事です。
大いに悩む事が大切な時もありますが，若い頭
脳を悩むことばかりに使うのはもったいない！
日々の研究や活動に悩んだら，視野を広げて若
手の会の活動にもぜひ参加してみてください。
　私がバトンタッチする次の共同代表は，前田
駿太さんです。前田さんは既に幹事として，過
去2年半にわたって会の運営を支えてくれてい
ます。鈴木さんと前田さんの新しい体制でさら
なる会の発展に期待したいと思いますので，引
き続き若手の会を宜しくお願い致します。
 （若手の会OB　小川健二）

若手の会から

　現在，北海道，東北，関東，東海，北陸，近畿，
中国・四国，九州・沖縄の8つの地域ごとに，
地方支部会が設立されました。2名程度の幹事
を立て，キックオフイベントの準備を進めてい
ます。この原稿が掲載される10月から12月に
かけて，北海道，東北，東海，北陸，近畿，中国・
四国，九州・沖縄の各支部がキックオフイベン
トを行います。詳しくはニューズレターや認
定心理士の会Facebookページ（ぜひ，「いい
ね！」をお願いします！）で順次お知らせしま
す。
　会員の皆さん，お住まいの地方支部会の活動
に，ぜひご参加ください。こんな企画をした
い，あの先生の講演を聴きたい，この分野の先
生を探している，などなど，各地域の幹事にリ
クエストしてください。あるいは，地方支部会
の幹事への立候補も大歓迎します。地域におけ
る会の活動を，共に盛り上げていきましょう。
 （認定心理士の会幹事　渡邊伸行）
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　私は，現在，ポスドクという立
場で心理学ライフを送る傍ら，兼
業で12ページの月連載漫画を描
く，漫画家ライフを送っておりま
す。平日はポスドク，土日は漫画
家といった，ざっくりした棲み分
けの二足のわらじライフを始め
て，かれこれ1年ほどになります。
　学会等で初めて会った方にそう
いった旨のことを言うと，「面白
いことやってますねえ！」など
と目をキラキラさせて驚いてい
ただけるのですが，そこで，「ど
うだ！」と調子づいてしまうと，
大抵は，この後，痛い目にあいま
す。というのは，「漫画」という
キーワードが想起させる典型的な
イメージが，私が描いているもの
と，また，「漫画家」に対して抱
く期待が，私自身と大きくかけ離
れているからです。
　日本漫画が，アメリカンコミッ
クスだとかバンデシネだとかいっ
た，いわゆる海外漫画とは，表現
方法などの面でかなり異なること
はよく知られたことですが（代表
的なものとして，オノマトペがあ
ります），ジャンルが細分化され
ているというのも特徴のひとつで
す。子供の時に誰もが一度は教科
書の片隅に描くであろう，1コマ
漫画や4コマ漫画に対して（風刺
画やサザエさんをご想像くださ
い），自由なコマ割りで，複数ペー
ジにわたって何かしらのストー
リーを表現する漫画を「ストー
リー漫画」と呼びますが，このス
トーリー漫画のジャンルがまた多
い。少年漫画に代表的な冒険も

の，バトル・アクションもの，ス
ポーツもの，推理もの，ギャグ，日
常もの，少女漫画に代表的な学園
もの……。挙げればキリがないほ
どです。
　経験的に言わせていただくと，
一般的に，「漫画」と聞いてみな
さんが想像されるのは，国内外で
ヒットしているような，「ザ・少
年向けストーリー漫画！（ドラゴ
ンボールなどをご想像ください）」
で，「漫画家」と聞いて想像され
るのは，そうした作品を生み出し
た偉大な作家さんであるご様子。
必ず，「連載雑誌は？」や，「ペン
ネームは？」や，「稼いでいるの
でしょうね？」などと矢継ぎ早に
お尋ねになります。そうなると，
私のほうは，言わなければよかっ
たような気がし始めます。
　私が描いているのは，4コマ漫
画をストーリー漫画に少し寄せた
程度の日常もの（イラスト参照）
で，主人公たちがグランドライン
を目指すこともなければ，新しい
能力の開花もバトルもなく，素敵
な恋敵も出てきません。加えて，
本名で活動している肩書きばかり
のへっぽこ漫画家なので，実は誰
もが聞けばわかるようなペンネー
ムだったりして，「あの作家さん
があなただったのですか！」とい
うミラクルも起こりえません。そ
う白状すると，みなさんお優しい
ので「そうなのですね」と頷いて
くださるのですが，やはり若干の
落胆は見て取れます。このときば
かりは，「ごめんなさい！」とい
う気持ちが，一抹のむなしさと共

に胸に去来します。大変心苦しい
のですが，連載漫画家のなかで，
売れているというのは極めてレア
なケースであるということをご理
解いただければ幸いです。
　つらつら恨み言を並べてしまい
ましたが，一方で，自己紹介のネタ
に漫画を使うことを後悔したこと
は，実は一度もありません。とい
うのは，心理学ライフを送ってお
られる方の多くは，興味深いこと
に漫画をひとつの研究対象として
みなされていて，大抵は，「なぜひ
とは漫画を面白いと思うか」とい
う問いをリサーチクエスチョンに
置いたディスカッション大会に発
展してしまうからです。そして，
それがとっても面白い。研究テー
マとして取り組んでみたくなる
し，漫画の方でも表現として何か
チャレンジしてみたい気持ちにな
ります。2足のわらじを履いてい
てよかったなあ！ と思う瞬間で
す。これからもこの2足のわらじ
ライフを楽しみたいと思います。

へっぽこ漫画家の苦悩
理化学研究所脳科学総合研究センター 研究員／漫画家

上田彩子（うえだ　さやこ）

日本女子大学大学院人間社会研究科博士課程後期
修了。専門は認知心理学。著書は『「恋顔」にな
りたい！』（講談社）など。講談社webマガジン 

「クーリエジャポン」で『ラボライフ！』連載中。
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　心理学者であればその専門分
野を問わず，フェスティンガー

（L.Festinger）の名を知らぬ人は
ないだろう。事実，フロイト，ピ
アジェ，スキナー，バンデューラ
などと並んで，フェスティンガー
を20世紀最大の心理学者の一人
として挙げる人がいる。しかしな
がらこのフェスティンガーが日本
をたびたび訪れ，研究者相互の交
流を深めていたことを知っている
人は意外に少ないのではないか。
この小論は，私がフェスティン
ガーとの交流の中で得た学問的な
インパクト，さらには人間的な深
みを語ることを目的としている。
学問的なインパクト

　フェスティンガーが初来日した
のは1960年4月のことである。東
大文学部の外国人講師という肩
書きであった。この時の滞在期
間は数ヵ月と短かったが，その間
東大での講義のほかに，池内一，
水原泰介，三隅二不二の諸先生を
始め，全国の社会心理学者を中心
にした10人足らずの小人数セミ
ナーが数回開催された。私は当時
京大の助手であったが幸いにもメ
ンバーに招いて頂いた。
　セミナーで話題の中心となった
のは認知的不協和の理論である。
フェスティンガーが代表作の一
つである『A theory of cognitive 
dissonance』を出版したのが1957
年のことであるから，話題がそこ
に集中したのは当然であろう。し
かし日本側からの質問は「この理
論はフラストレーション理論とど
こが違うのか」といった少し的外

れのものが多かった。
　私がフェスティンガーと個人的
に親しくなったのは，その年の5
月に京都で開催されたセミナーが
きっかけである。当時京大には私
以外に社会心理学者がいなかった
ので，京都を代表して何か発表せ
よと上司から命じられた。そこで
話したのが私の卒論や修論を中心
とした噂の伝達実験である。フェ
スティンガーは非常に関心を寄せ
てくれ，「認知的不協和理論もそ
の発端は噂の研究にあったのだ」
と，私の実験手法やデータの解釈
に至るまで根掘り葉掘り質問攻め
にした。だが彼の学問的な考え方
の神髄に触れることができたの
は，むしろ「放課後」のドライブ
途上や飲み屋のカウンターにおけ
る雑談の席である。
　フェスティンガーの学問的な
基盤に，その師であるレヴィンの

「場理論」的な影響があることは
間違いないが，彼の発想はそれを
さらに超えた，自己，他者，環境全
てを包摂した「動的社会システム
論」というべきものであろう。そ
して彼は，このシステムの構成要
素が共変動しながら動的平衡を
保っていると考えた。dissonance 
reduction というのは，その適応
形態の一つなのである。フェス
ティンガーとの会話の中で，彼の
頭の中にあるこのような考え方
が，私の中にも次第にイメージ化
されてきた。
　フェスティンガーというと認知
的不協和理論や社会的比較理論な
ど，社会心理学の理論家としての

側面を取り上げられることが多い
が，実は彼の初期の仕事は数理的
な研究や欲求水準の研究など基礎
心理学的な研究が少なくないので
ある。研究フィールドが社会心理
学に拡がったのは1950年近くに
なってからであろうか。
　そういう学問的素地があるの
で，彼の研究は現実社会での調査
に留まらず，広く野外実験や厳密
な実験室実験にも及んだ。その意
味で彼は理論と実証のほどよいバ
ランスを保つ研究者なのである。
ただ彼は数理・測定論的，さらに
理論的厳密さを保ちながらも，そ
こに内在する曖昧さをある程度許
容したほうが研究の発展に重要で
あることを主張していた。この

「柔らかい」発想は私にとっても
極めて親近性が高く，すんなり共
有することができた。
　もう一つ忘れられないのが，文
化的要因の取り入れに関する考え
方である。フェスティンガーはか
つて公共団地における家屋の物理
的配置関係が対人関係の成立にど
のように作用するかを明らかにし
たが，その追試が日本で行われた
ことを知ってこうコメントした。

「私の研究を追試して頂くのは光
栄である。しかし私の場合は人口
モビリティが高いアメリカとい
う風土の中で，見知らぬ者同士を
いかにして短期間に親しくさせる
か，その工夫を住宅設計の場で行
えないかという発想が背景にあっ
た。ところが日本ではモビリティ
がむしろ低く，時には職場におけ
る対人関係が，社員住宅という形

京都大学 名誉教授

木下冨雄（きのした　とみお）

1956年，京都大学大学院修士課程修了。専門は社会心理学，
リスク科学。文学博士。著書は『リスク・コミュニケー
ションの思想と技術』（ナカニシヤ出版），『記号と情報の行
動科学』『法の行動科学』（いずれも共編，福村出版）など。

追憶─ フェスティンガー先生
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で日常的生活にまで持ち込まれて
煩いという話も聞く。だとすれば
日本で行うべき研究はそちらの方
向ではないのか」。私はこのフェ
スティンガーの意見に大きな感銘
を覚えた。
　ところがフェスティンガーは
1964年頃，突然，社会心理学者と
しての筆を折り基礎心理学者に
回帰した。彼によれば，自分が取
り組んできた人間研究の進歩が
遅く，印象的な知見発表も少なく
なった。自分の研究もマンネリ化
してきて，ふたたび生産的な仕事
を進めるには新しい分野からの刺
激を必要としたのだという。それ
に彼が苦慮したのは社会心理学に
おける数々の「倫理問題」や，ベ
トナム戦争後，若者の反乱として
盛り上がった「伝統的価値観への
疑念」であった。この問題を解決
するには，文明史的に改めて人間
とは何かを根本から考察する必要
がある。1979年頃から彼が始め
た考古学や歴史学の研究は，この
新しい大構想を解くためだったの
である。
　ただこの大転換は同学者の間に
賞賛と戸惑いを生んだ。本当の理
由は，認知的不協和理論が軍事研
究に利用されたことがショックに
なったからではないかという噂も
流れたが，その真偽のほどは不明
である。
人間的な深みと面白さ

　学問的なインパクトとは別に，
フェスティンガーからはさまざ
まな人間的深みを印象づけられ
た。まずその一つは彼の呼び名で
ある。私はそれまで彼をフェス
ティンガーとドイツ風に呼んでい
たが，アメリカではフェスティン
ジャーと英語読みされることが多
いのに気がついて，どちらが正し
いのかと尋ねたことがある。彼は
元々ロシア系ユダヤ人の家系なの

だが，いとも気安く「どっちでも
いいよ」と答えた。そしてさらに

「Zajonc（ザイアンス）ほど難し
くはないだろう」とニャリと笑っ
た。彼にとって名前とは，個体識
別のための符牒の意味しか持たな
いのかもしれない。
　呼び名に対するルーズさとは正
反対に，彼の書く文章は極めて緻
密，かつ明快であった。あるアメ
リカの社会心理学者の友人に，ア
メリカで一番美しい英語を書く心
理学者は誰かと聞いたら，彼は即
座にフェスティンガーと答えた。
そして英文で論文を書くならフェ
スティンガーを真似しろと助言し
てくれた。それ以来英語論文を書
くときは，「困ったときの神頼み」
ならぬ「フェスティンガー頼み」
を心がけている。
　ところで彼が好きなものは人
間，それにお酒とゲーム。逆に好
まないのは名所旧跡めぐりであ
る。まず人間好きというのは社会
心理学者なら当然として，愉快な
のはゲーム好きということ。アメ
リカ人だから元はトランプゲーム
への関心が中心だったのだが，日
本に来て囲碁に嵌まってしまっ
た。多分東大の水原泰介先生が師
匠だと思うが，生来の集中力や凝
り性も手伝ってめきめきと腕を上
げた。New Yorkにある大学のオ
フィスを訪ねたら，挨拶もそこそ
こに碁盤が出てくる。私との勝負
は彼が京都に来たときは私の勝
ち，New Yorkで 碁
盤を囲めば彼の勝ち
というところであろ
うか。
　一方，好まないの
は神社仏閣巡りを中
心とする観光旅行
で，京都のどの名所
旧跡を案内しようと
しても行きたくない

という。本当に興味を示さないの
だ。同行者がいて渋々一緒に付い
てくることはあっても，門の中へ
は入ろうとしない。これには少し
困った。
　フェスティンガーはその後も何
回か来日した。弟子達を連れて来
訪してくれたこともある。私の研
究室にも訪問してくれて私がその
汚さを詫びたら，「研究していれ
ば汚くなるものだ」とフォローし
てくれたことが懐かしい。その
後，私もアメリカに行くたびに彼
のもとを訪ねて旧交を温めた。
　1980年代の後半，フェスティン
ガーとの交流が少し途絶えて気に
していたら，1989年の2月，奥様
のTrudyから突然お葬式の案内
状が届いた。まさに青天の霹靂。
言葉を失った。気を取り直して詳
しく伺うと，彼は少し前からがん
に罹患し療養していたという。し
かし彼は治療を拒否し生死を運命
に委ねたらしい。フェスティン
ガーらしい最後である。ただ折角
の案内にも関わらずお葬式に参列
することは叶わなかった。これは
いまでも最大の心残りである。
　こうして私たちはこの世から偉
大なフェスティンガーを失った
が，私の心に中には今なお厳然と
してフェスティンガーは生き続け
ている。輝かしい学問の先達であ
り，かつ私の「兄貴分」であった
フェスティンガーのご冥福を改め
て祈るや切である。

京大での講義風景
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Advanced Technology Research Division
YAMAHA MOTOR CORPORATION, U.S.A.

末神　翔（すえがみ　たかし）

心理学を活かしたメーカーでの
研究開発

Profile─末神　翔
2011年，上智大学大学院総合人間
科学研究科心理学専攻博士後期課
程修了。博士（心理学）。2014年に
ヤマハ発動機株式会社に入社。先
進技術研究部主事を経て，2017年
より現所属。専門は認知心理学。

　私は海外大学の博士研究員，国
内大学の助教などを経て，現在は
民間企業であるヤマハ発動機株式
会社の研究開発職として働いてい
ます。日本ではまだ珍しいキャリ
アかもしれません。大学に残って
研究を進める道しか考えていま
せんでしたが，助教時代に民間企
業との共同研究を経験し，研究成
果を実際の製品に応用して世の中
に役立てる面白さを知ったことが
きっかけで，民間企業での研究開
発に興味を持ちました。
　現在勤めているヤマハ発動機
株式会社は"Revs your Heart"の
ブランドスローガンの下，オート
バイや電動アシスト自転車など，
幅広い製品を作るメーカーです。
メーカーですので，エンジニアや
製造・生産技術といったモノ造り
のスペシャリストが多い会社です
が，その中でヒト視点からモノを
捉えて，お客様の心を"Rev"する

（エンジン回転を上げるように，
わくわくさせる，高ぶらせる）よ
うな新しい技術の企画や研究開発
を行っています。
心理学を学んだ強みと課題

　心理学（特に基礎系心理学）
は，ヒトの心という抽象的で捉え
どころのない仮説的概念を，可能
な限り客観的な手法で論理的に説
明しようとする学問です。物理的
に存在しない抽象概念を理解し
て受け入れる観念的側面と，誰に
とっても明解で疑う余地のない実
証性を追究する即物的側面が混在

する，ユニークな学問領域である
と言えます。このユニークさ故に
心理学は，ヒトとモノ，感性価値
と機能価値の橋渡し役になる可能
性を秘めています。
　一方で，当たり前ですが，心理
学に関心のある方の多くは，どう
しても物事をヒト中心に考えてし
まいがちです。例えば実験の結果

「商品Aは商品Bよりも○○感を
強く惹起させる」ということが分
かっただけでは，モノには結びつ
きません。○○感というヒトの主
観と，モノの詳細な仕様や設計を
結び付けない限り，ヒトとモノを
橋渡しすることはできません。感
覚や主観といったヒト中心の言
葉ではなく，モノの動きや機構，
サービスを実現するシステムやイ
ンフラといった，ヒトの主観が一
切入らない純粋なモノ視点の言葉
で語る必要があります。ヒトの心
を，ヒトを一切排したモノ視点で
語るのは，心理学を学んだ故に難
しく，日々頭を悩ませています。
仕事のやりがい

　企業では様々な領域のエンジニ
ア，デザイナーやマーケティング
リサーチャーなど，多彩な仲間と
議論を重ねて仕事を行いますが，
バックグラウンドが違いすぎて言
葉すら通じないこともあります。
しかし，自分の知らない領域のス
ペシャリストと協力することで常
に新鮮な驚きがありますし，自分
の専門知識と掛け合わせることで
新しいアイディアも生まれます。

そのアイディアをモノとして具現
化し，世界に発信し，世の中に大
きなインパクトを与えることも不
可能ではありません。
　企業で研究開発を行う上では，
究極的には研究成果が利益に繋が
る必要があります。心理学を学ぶ
方の中には，研究成果を利益に結
びつけることに抵抗を感じる方も
いるかもしれません。しかし，利
益というのは，商品やサービスが
お客様の役に立ち，ニーズを満た
すことで成立します。つまり，研
究成果が利益に繋がることは，研
究成果が世の中の役に立ち，世の
中を幸せにできたことを意味する
と考えています。ヒトのニーズを
満たし，ヒトを幸せにすること，
ヒトを"Rev"することは，ヒトの
心に興味がある心理学者としてと
てもやり甲斐を感じています。

実験準備中の様子
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明日に向かって語り続けたい

放送大学大学院文化科学研究科 修士選科生

天野靖信（あまの　やすのぶ）

対人サービス業と心理学 Profile─天野靖信
1983年，早稲田大学大学院理工学
研究科博士前期課程修了。同年，ソ
ニー株式会社入社。2017年，放送大
学大学院文化科学研究科修士課程
修了。認定心理士，キャリアカウン
セラー（GCDF ‐ Japan）。

　「学生時代に勉強したことは，
社会で役に立つのでしょうか？」。
私は，大学・大学院では電気化学
の研究をしておりましたが，民間
企業に入社して長年従事したのは
電子光学の分野でした。「気」と

「子」，「化」と「光」が一体どう
違うの？ とおっしゃる方もいる
かもしれませんが，全く異なる分
野です。ここで，次の疑問が浮か
び上がってきます。「でも，大学
の研究室で学んだ研究法は，会社
でも応用できたのでは？」。私の
答えは，玉虫色です。
　その後，キャリアカウンセラー
になったことをきっかけに，学生
の頃に魅力を感じていた心理学に
二度目の恋をして，放送大学で学
んで認定心理士の資格を取るころ
には，対人サービス業に携わって
いました。ここで驚いたのが，心
理学が対人サービス業において役
立つ部分が数多く見受けられるこ
とです。どんなに商品や技術等の
知識があっても，対面する相手の
立場になってのサービスを提供で
きなければ，原稿を棒読みする講
演のようなものです。そこでは，
臨床心理学の知識が役立ちます。
困っている相手の気持ちになりす
ぎて，過剰なサービスをしてしま
いたいと感じてしまうところなど
は，カウンセリングにおける逆転
移との共通点を感じます。
　発達心理学における，乳児が他
者（主として母親）との二項関係
から，自己・他者・対象（モノ）

間の三項関係に移行していくのと
同じ現象が，技術職から対人サー
ビス業に職種転換した場合に見受
けられることがあります。例え
ば，PCの対人サービスの場合，修
理や設定が必要なPCの方ばかり
向いて作業していて，お客さんを
見ていないのです。慣れ親しん
だ製品であるPCは母親のように
安心できる存在であり，二項関係
になってしまうのですね。こう
いったときには，お客さんが望ん
でいるのと違った設定や説明を
してしまうこともあります。稀
に，お客さんでなく，PCに向かっ
て「ありがとうございました」と
言って，頭を下げる初心者マーク
のサービスマンを見かけることも
あります。経験を積むにしたがっ
て，徐々にお客さんも加えた三項
関係に移行していきますが，移行
までに時間がかかる場合は，認知
行動療法を応用した教育・訓練が
有効だということも発見しまし
た。
　また，サービスの途中で予期せ
ぬトラブルが生じてしまう場合
には，その場合の責任の所在を，
後々明らかにしなければいけない
こともあり，それはスーパーバイ
ザーやマネジメントの経験（と
勘）に頼ってしまうことが通常多
いです。そこで，ケリーの共変モ
デルを応用することで，担当者の
責任なのか，それとも他の原因に
帰属するのかを，少なくとも今ま
でよりも客観的に判断すること

もできるようになりました。そ
の他，対人認知，とりわけ印象形
成・態度といった社会心理学の知
識を対人サービス業に多く利用す
ることができます。
　さらに，二つ目となった修士論
文では，認知心理学の観点から，
対人サービス業におけるヒューマ
ンエラーについて研究をしまし
た。仕事をしながら学んだ心理学
であるから役に立ったのでしょう
か？　それとも，心理学の様々な
領域が対人サービス業との関連
が深いのでしょうか？　これか
らも，この答えを求め続けていき
たいと切に思っております。そ
して，対人サービス業のみならず
様々な分野において，これまで私
が学んだ心理学をどのように活か
すことができるのでしょうか？　
また様々な分野に目を向けたとき
に，これからも私自身がどのよう
に心理学を学んでいくのでしょう
か？　まだ見ぬ明日に向かって，
チャレンジを続けていきたいと
思っています。
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資格認定委員会より

1．資格担当常務理事について
　平成29年6月17日から日本心
理学会の常務理事が交替となり，
資格担当常務理事を私（岡）が担
当することになりました。認定心
理士と認定心理士（心理調査）の
認定が主な仕事になります。私
は，2007年から2期4年間，認定心
理士資格認定委員会の委員として
この仕事をしてきましたが，それ
以降に認定心理士（心理調査）の
資格が新設されましたし，来年度
からは公認心理師の国家資格が設
置される予定ですので，私自身，
認定心理士の資格について勉強し
なおすとともに，今後の認定心理
士の資格のあるべき姿をも見据え
ながら，仕事を進めていきます。
どうぞよろしくお願いいたしま
す。
2．認定心理士について
　平成29年度の第2回（通算第
164回）の委員会が6月10日，前
任者の横田正夫常務理事（現・日
本心理学会理事長）を委員長と
して開催されました。4月29日ま
でに受け付けた653件について審
査し，601件を合格，39件を保留，
13件を不合格としました。この

結果を受け7月19日時点での平成
29年度の累計で，初回審査件数は
1,422件，総 審 査 数 は1,468件，合
格件数は1,403件，資格取得者は
1,275件となりました。その結果，
資格取得者は累計54,042件となり
ました。
　今後の認定委員会の開催予定日
は8月5日（土）です。
3．�認定心理士（心理調査）につ
いて

　同委員会で，4月30日までに受
け付けた28件について審査し，16
件を合格，9件を保留，3件を不合
格としました。平成29年度第1
回（通算163回）の審議で保留と
されたもののうち，追加資料等の
整った6件を再審査し，6件を合格
としました。この結果，今年度か
ら始まった認定心理士（心理調
査）の資格取得者の累計は42件
になりました。
4．�認定心理士資格認定委員会の
委員の交替について

　認定委員の数は現在57名で，任
期は2年2期で4年間です。この
うち23名が平成29年10月31日に
4年の任期を満了します。委員会
で新たな委員が推薦され，常務理
事会の承認を経て，11月から就任
することになります。半数交替に
よって，認定業務の一貫性と連続

性を担保しています。
5．「認定心理士の会」について
　 平 成28年4月1日 に 設 立 さ れ
た認定心理士の会は，幹事会のメ
ンバーを中心にして，シンポジウ
ム，セミナー，ワークショップ，
NET De 交流!，地方支部会の立ち
上げと地方支部会イベントなど活
発な活動が展開されています。詳
細は，日本心理学会のホームペー
ジの「認定心理士の方」の「『認
定心理士の会』のご案内」をご覧
ください。
　7月19日 の 時 点 で，会 員 数 は
3,321名となりました。設立から
3 ヵ月ほどたった1年前の同時期
が2,315名ですので，この1年間で
1,000名ほど増えたことになりま
す。平成28年度の認定心理士の
資格取得者数が3,508件であった
ことと，過年度の資格取得者も入
会できることを考慮したときに，
この年間1,000名ほどの増加が，
スタートダッシュ後の安定したも
のなのかどうか，推移を見守ると
ともに，より多くの認定心理士の
方を巻き込んで活動の活発化を
図っていきます。

（資格担当常務理事・日本大学教
授　岡隆）

「セックス」特集，いかがだったでしょうか。
「『日本心理学会』の名を冠した雑誌でセック
スとは！」などと思われたかもしれません。
しかし，人間にとってセックスは本当に大き
な意味を持っています。現代社会はセックス
とどう付き合っていくべきなのでしょうか。
編集委員の任期最後に「お前しかやらない
から，やれ ( 意訳 )」と言われたセックスに関
する特集を企画できたことは望外の幸せでし
た。ありがとうございました。 （樋口匡貴）
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