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「比較」発達
─発達も進化する─
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ともくろんでいる。また、比較認知科

ヒトとチンパンジーは約 600 万年
前に共通祖先から分岐したと考えら

表情の弁別に挑戦するチンパンジー（撮影：京都大学霊長類研究所）
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歩がチンパンジーには存在しない（か
もしれない）。発達の時間軸がつむぎ
だす「比較発達」研究には実はまだ

チンパンジーの
文化心理学

未開の大地が残されているのだ。
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様にチンパンジーのこころのありよう
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を規定するということがあるのだろう
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い。
「 比 較 文 化（Cross-Cultural）」

中間にある時間軸の存在にはうすう

の石が見つかっている。このような長

心理学ならぬ「比較」文化心理学だ。

す感づいていた。それは、
「文化」と

いスパンで受け継がれている道具使

マクロ（進化）とミクロ（発達）で織

いう形で立ち現れる社会・歴史的時

用行動はチンパンジーが生み出したも

り込まれたこころの世界をその両者

間軸だ。ヒトのこころの研究では単

のであるが、その「文化」がヒトと同

の中間の時間軸、いわばメゾスコピッ

* このころいちばんお世話になった伏見貴夫
さん（北里大学）がこの 4 月に亡くなられた。
いまだに信じられない気持ちでいっぱいだ
が、本小論を彼に捧げご冥福を祈りたい。

純な文化間比較の時代は終わり、
「文
化心理学」の時 代が到来している。
文化とこころの関係でよく聞くスロー
ガンは「人間は文化をつくり、文化は
人間を規定する」というこころと文化
の双方向的関係だろう。このような
社会・歴史的時間軸を導入することに
よってヒトのこころの生物的普遍性と
文化的多様性があらわになる。
ヒト実験者の指差しに反応する 2 歳のチンパンジー・アユム
（撮影：毎日新聞社）

さる 2009 年 5 月に彦根で開かれた
「日本赤ちゃん学会」でのトゥールー
ズ第二大学の則松宏子さんの講演は
私にとってはいまさらながらに目から
うろこが落ちるような発表だった。食
事場面における母子間の相互交渉の
日仏文化比較が主たる内容だったの

らなかったのだが、ヒトでは 1 歳前

だが、日本の母親は積極的に赤ちゃ

シロアリ釣りやさまざまな道具使用行

後に生じる共同注意（他者の見ている

んの発達を支援する（ヴィゴツキーが

動の核になる
「プロービング
（probing、

ものに自らの視線も向けることによっ

泣いて喜びそうな「足場作り」のオン

棒状のものを用いた探索行動）」と呼

て注意を共有すること）の劇的な発

パレード）のに対し、フランスでは母

ばれるものであり、その特異的な発

達がチンパンジーではほとんど認めら

親が絶対的な「制空権」を行使し、

達過程は彼らの道具使用文化を考え

れないことが明らかとなったのだ。こ

赤ちゃんの行動をすみずみまでコント

る上でも興味深い。

の意味するところは大きい。共同注

ロールしていた。このような行動の背

また、社会的認知の側面では、明

意を基盤として形成される「場」、つ

後にある発達観の圧倒的な違い！

和政子・岡本早苗らとチンパンジーに

まり「わたしとあなたとモノ」によっ

そしてその結果として、成長していく

おける視線の理解と共同注意の発達

て構築される豊かな社会環境は、ヒ

子どもたちのこころのありようも明ら

について調べた。その結果、
「わたし

トにとっては「心の理論」が醸成され

かに異なるはずだ。そして彼らが次

とあなた」で成立する 2 者関係まで

る場であり、ことばが獲得されていく

代の文化を築いていく。チンパンジー

は種差と呼べるほどのものは見つか

場でもあるからだ。そのはじめの一

はどうだろうか。
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現することがわかった。この行動は

西アフリカ、ギニア共和国ボッソウの野生チンパンジーによるヤシの実割り。ここは、
「進化」
、
「発達」
、
「文化」のクロスロードだ。
（写真提供：野上悦子〈チンパンジーサンクチュアリ宇土〉
）
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