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3　　ヒトとチンパンジーの認知発達

　ヒトとチンパンジーを比較することによって，ヒトの認知機能の進化的起源を

探りたい。まず，比較から得られた結論から述べる。ヒトを含めた霊長類の多様

な種を対象に，形態と生活史について比較してみると，共通する特徴が浮かび上

がってくる。ヒトだけが特別だということはない。そうした比較を親子関係につ

いてしてみると，ヒトの親子関係の特徴は，「体と体が離れている」ということ

にある。母親から離れて，あかんぼうが仰向けの姿勢で安定していられる。仰向

けで安定していられるので，親と子がまなざしを交わし，微笑を交わし，声を交

わす。そうした親子のコミュニケーションのありさまがヒトを特徴づけている，

といえる。2000 年から，チンパンジーの認知発達の研究をしてきた。「参与観察」

と呼ぶ手法だ。チンパンジーの親が育てているチンパンジーの子どもの認知発達

のようすを，その親の協力を得ながらさまざまな手法で検査する。その結果，最

初の 3 か月までを比較してみると，ヒトとチンパンジーの認知発達はきわめて似

ていた。しかし，チンパンジーの社会的学習は，ヒトの社会的学習を見慣れた眼

には，少し奇異に映る。なぜなら，ヒトで顕著な社会的参照がほとんど見られな

いからだ。本稿では，チンパンジーの認知発達，親子関係，教育に焦点をあてて，

ヒトと比較してみたい。

■霊長類としての人間

　人間の心は進化の産物である。人間の体も，社会も，ゲノムも進化の産物であ

るのと同様に，心も進化の産物である。人間は，学名をホモ・サピエンスと名づ

けられた霊長類の1種だ。現生の霊長類は約220種類ほどいると言われているが，

その 1 種である。

　そうした生物としての人間を表すために，「人間」ではなく「ヒト」という表

記をもちいる。「ヒト」は，われわれ人間のことである。ちなみに「人類」とい

うと，現生だけでなく死滅したものも含まれる。ネアンデルタール人（ホモ・ネ

アンデルタレンシス）や，北京原人（ホモ・エレクタス）などは，ヒトと同じホモ

属に分類される人類だ。
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　ヒトと呼ばれる霊長類を，ヒト以外の霊長類と比較する。それは人間の本性を

知る最も優れた方法だろう。人間だけに固有な本性とは何か，それはどこから由

来しているのか，そうした問いに答えるのが，比較認知科学（Comparative 

Cognitive Science）と呼ぶ学問のめざすところだといえる。

　ヒトとチンパンジーの全ゲノムを比較した最近の研究（チンパンジー・ゲノム

解析コンソーシアム，2005）から，両者がひじょうに近い存在だということがわかっ

た。DNA の塩基配列を比較すると，その相違は約 1.23％だった。言い換えると，

われわれ人間は，98.77％までチンパンジーだともいえるだろう。ヒトとチンパ

ンジーのこの遺伝的な距離は，ウマとシマウマの違いにほぼ等しい。いわゆるウ

マと，シマウマ属に属する数種のものの DNA の塩基配列の違いは，平均して約

1.5％だと言われている。

　ヒトとヒト以外の霊長類の形態的な側面の比較も，ヒトという霊長類の特徴を

理解するうえで重要だろう。ヒトの脳が大きいことはよく知られている。ヒトの

脳はチンパンジーの脳の約 3 倍の重さがある。しかし，下記の 3 点について銘記

しておく必要があるだろう。

　第一に，脳の生後の成長は，ヒトもチンパンジーもほぼ同じだ。両種とも，新

生児の脳とおとなの脳の重さを比較すると，ほぼ 3 倍になる（ヒトでは 3.26 倍で，

チンパンジーでは 3.20 倍になる）。したがって，ヒトと同様に，認知機能が発達と

ともにダイナミックに変化すると予想される。ヒトは，生後の経験から多くのこ

とを学ぶ。それはチンパンジーにも同じことが言えるだろう。あかんぼうチンパ

ンジーの認知世界は，子どものそれとは異なるし，若者やおとなのそれとも違う

はずだ。したがって，チンパンジーの認知機能を研究するだけでなく，認知機能

の発達的変化を研究する必要がある［1］。

　第二に，体重を考慮に入れれば，ヒトの脳は必ずしも大きいとはいえない。お

となの体の大きさは，あきらかに性的二型がある。つまり男性と女性で体の大き

さが違う。また個体差も大きい。そこで，生まれたばかりの新生児の時点で，体

重に占める脳重の比を見てみよう。霊長類の多様な種でこの脳重 / 体重比を見て

みると，そう大きな違いはなくて，0.07 から 0.12 のあいだの値をとる。もちろん，

脳の絶対的な容量は，認知的な処理をするうえできわめて重要だろう。しかし，

同じ機能を保ちながら，全体としての大きさを小さくするということもあるので

はないだろうか。
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　たとえば，インドネシアのフローレス島で最近発見された化石人類，ホモ・フ

ロレシエンシス，のばあいを見てみよう。このフローレス人と呼ばれる人類は，

身長が約 1m で，脳重はその頭蓋容量から推定して約 500g だった。この脳重は，

チンパンジーのそれとほぼ変わらない。こうした小さな脳であるにもかかわらず，

フローレス人は複雑な道具を使い，火も使用していた証拠がある［2］。こうした

事実からみると，脳の絶対的な大きさによって認知機能が決定されるわけではな

い，ということも考えられる。

　こうした見解は，フサオマキザルの行動に関する最近の研究成果とも符合する。

フサオマキザルは新世界ザル（広鼻猿類）の 1 種で体も小さいが，その行動は類

人猿の行動と多くの点で似通っている［3］。フサオマキザルはチンパンジーと同

様に，さまざまなやりかたで物と物とを関連づける行動をする。最近，乾燥地帯

にすむ野生のフサオマキザルで重要な発見があった。そこでは，森林にすむなか

まと違って，硬い殻をもったヤシの種を常食としていた。石のハンマーで種を叩

き割って，中の核（胚乳）を取り出して食べるのだ。その石器使用は，チンパンジー

のそれとたいへん良く似ている。さらにまた，フサオマキザルは 2 個体で協力し

て課題を解決するという点でも優れていることがわかった。

　第三に，生後すぐに母親と子どもの体と体が接触せずに離れた状態で安定して

いられる，というところにヒトの特徴がある。ヒトの新生児は仰向けの状態で安

定しているが，大型類人猿の新生児は仰向けの状態では安定していられない。彼

らは仰向けにされると，右腕と左脚，左腕と右脚というように，反対側の上下肢

を同時に中空に伸ばし，それをゆっくりと交互に繰り返す［4］。ヒトのあかんぼ

うは，親から離れても体温を保てるように，厚い体脂肪に覆われている。ヒトの

あかんぼうの体脂肪は約 20％あり，それは地上の低温に対する適応だと考えら

れている。いつも母親に抱かれて過ごすチンパンジーのばあい，その体脂肪は約

4％でしかない［5］。チンパンジーの母親は新生児を抱き続ける。1 日 24 時間けっ

して手放すことはない。しかしヒトのばあいは抱き続けているわけではない。せ

いぜい添い寝をするくらいで，子どもの体を自分の体から離して仰向けに置く。

　離乳もヒトは早い。チンパンジーやゴリラやオランウータンという大型類人猿

と比較して，ヒトの離乳期は早いといえる。チンパンジーのばあい，4 歳から 5

歳ころようやく離乳する。離乳して，ようやく次の子どもをもつ準備ができる。

したがってチンパンジーの平均出産間隔は 5 年ないし 6 年になる。このようにチ
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ンパンジーのあかんぼうは母親を最低 5 年間は独占して過ごす。ヒトは長い社会

化の過程をもつといわれるが，それはけっしてヒトだけの特徴ではない。長い社

会化の過程は，ホミノイド（ヒトと類人猿をあわせたものの総称）に共通した特徴だ。

長い社会化の過程ではなくて，母親とあかんぼうという関係が身体的に切り離さ

れて存在しうる，というところにこそ，ヒトという霊長類の特徴がある。

　要約すると，ヒトの形態や生活史をその他の霊長類と比較した従来の資料から

三つの重要な点が指摘できる。第一に，ヒト以外の霊長類においても，認知機能

の発達的変化を研究することが重要だ。第二に，ヒトと比較してその他の霊長類

は小さな脳しかもたないが，それぞれの生活様式に適応したユニークな認知機能

をもっている可能性がある。第三に，ヒトの親子関係は，その他のホミノイドと

比較して，生まれながらにして母子が身体的に離れうるということと，離乳が早

い，というところにユニークな特徴がある。

■チンパンジーのあかんぼうにおける認知発達

　チンパンジーはヒトの「進化の隣人」だといえる。ゲシュタルト心理学の創始

者として高名なウォルフガング・ケーラーが約 100 年前にそのパイオニアワーク

をおこなって以来，チンパンジーの認知機能についてさまざまな角度から研究が

おこなわれてきた。道具使用や道具製作，洞察を要するような課題解決，協力行

動とよべるような萌芽，などである。

　多様な研究の典型的手法は，「交差養育法（Cross-fostering）」と呼ばれるものだ。

チンパンジーのあかんぼうを人間が親がわりになって育てる。筆者も，チンパン

ジーのあかんぼうを育てたことがある。母親が育児拒否したチンパンジーのあか

んぼうを家に連れ帰って，自分の娘と一緒に育てた。2 人のあかんぼうは互いに

多くの点でよく似ている（図 1）。

　しかし，ヒトとチンパンジーをこうした条件下で比較するのは妥当でない，と

いうことにすぐに気づいた。なぜなら，わたしの娘には親がいるが，チンパンジー

のあかんぼうには親がいない。チンパンジーのあかんぼうは，その本性として，

親子のきずなを必要としている。チンパンジーのあかんぼうを母親から引き離し

てヒトが育てると，そのあかんぼうは何とかしてヒトという親およびその養育環

境に適応しようと，死に物狂いの努力をする。したがって，そうしたチンパンジー
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のあかんぼうが手話サインというような方法を学習してヒトとコミュニケーショ

ンするようになったとしても不思議ではない。母親から離されてヒトに育てられ

た大型類人猿がそうした柔軟な知性を発揮することは，これまでの多くの研究が

示してきた。しかし，彼らが育っていくうえで社会的欲求の充足が不可欠だとわ

かった今日でいえば，交差養育法といった倫理的に問題のある研究手法はもはや

容認すべきではないだろう。

　われわれは，チンパンジーの認知発達を研究する新たな手法を開発した。「参

与観察法（Participation observation）」と呼ぶ方法である。チンパンジーのあかん

ぼうは，人間が育てるのではなく，チンパンジーの母親に育てられている。西暦

2000 年に，3 組のチンパンジー母子が誕生した。3 組の親子は，他のなかまと一

緒に暮らしている。3 世代からなる 1 群 14 個体で，環境エンリッチメントのほ

どこされた戸外で暮らしている。長期にわたる研究者とチンパンジーのあいだに

結ばれたきずながあるので，母親チンパンジーの助けを借りて，あかんぼうの認

知発達をさまざまな角度から研究することができる（図 2）。一連の研究から，ヒ

トとチンパンジーのあかんぼうの認知発達の類似性が明らかになった［6］。

　ヒトの新生児微笑が知られていたが，チンパンジーにも新生児微笑のあること

がわかった［7］。新生児微笑の特徴は，眼を閉じたまま微笑することだ。新生児

図 1　チンパンジーの子どもを親から離してヒトの子どもと比較する「交差養育法」という従
来の研究方法〈撮影：松沢哲郎〉
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微笑は，生後 2 ないし 3 か月で消失する。ヒトと同様に，新生児微笑から社会的

微笑に移行する。社会的微笑の特徴は，眼をしっかりと見開いて微笑することだ。

　ヒトの新生児模倣が知られていたが，チンパンジーにも新生児模倣のあること

がわかった。新生児模倣は，生後 2 ないし 3 か月まで持続するが，その後，消失

する。これもまたヒトと同様の発達過程をたどるといえる。

　チンパンジーのあかんぼうは，ヒトの顔写真を見たとき，視線が正面を向いた

顔を好んで見る。視線がよそに向けられた顔はあまり見ない。また，相手の視線

を手がかりにして，ふるまうことができる。チンパンジーの母子は，眼と眼を見

交わすこともする。

　顔の認知は，ヒトの認知発達のうえで重要な研究テーマである。ちょうど正面

向きの視線を好むのと平行した時期に，チンパンジーのあかんぼうは自分の母親

の顔を，他の顔よりも好んで見つめるようになる。生後 1 か月目までは，とくに

母親の顔だけ好んで見るということはない。しかし 1 か月から 2 か月までのあい

だに，自分の母親の顔を好んで見るようになる。それ以降は，そうした母親の顔

への偏好は消失する。

　要約すると，生後 3 か月までのチンパンジーのあかんぼうの認知発達は，ヒト

のあかんぼうのそれとたいへんよく似ていることがわかった［8］。

図 2　チンパンジーの母親に育てられたチンパンジーの子どもの認知発達を調べてヒトと比較
する「参与観察法」〈撮影：平田明浩〉
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　チンパンジーのあかんぼうは，生後 3 ないし 4 か月ころになると，母親を離れ

て短時間だが歩き回るようになる。こうして外界を探索しはじめるとともに，群

れの他のメンバーとも関わるようになる。

　チンパンジーのあかんぼうは生後 10 か月ころから，ヒトのあかんぼうと同様

に，物と物とを関連づけるような操作を始める［9］。最初の道具使用が観察され

たのは，もうすぐ 2 歳（20～22 か月）になる時期だった。細い棒を直径 5mm の

穴に通して，ハチミツをなめ取るという道具使用である［10］。

　参与観察法によって，チンパンジーのあかんぼうがどのように物を操作し道具

を使うようになるか，その発達過程があきらかになった。これまで野生チンパン

ジーで観察してきた道具使用とその発達過程の研究結果とよく合致している。

　道具使用は，物を他の物とどのように関連づけるかに着目することによって，

階層の違いとして分類することができる。ちょうど 2 歳ころ，野生チンパンジー

はレベル 1 道具を使い始める。レベル 1 道具とは，ひとつの物をもうひとつの物

と関連づけるような行動である。アリ釣り（棒を使ってサファリアリを釣る），水

藻すくい（棒を使って水面に浮かぶ水藻をすくいとる），葉を使った水飲み（葉を使っ

て木のうろにたまった水を飲む），といった道具使用である。

　4 歳ころになると，野生チンパンジーはレベル 2 道具を使うようになる。レベ

ル 2 道具とは，三つの物を相互に関連づける道具使用で，石器を使ったヤシの種

図 3　一組の石をハンマーと台にして硬い種を叩き割る母親と，そのようすを見つめる息子（8
歳）と娘（1 歳）。〈撮影：野上悦子〉
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割りが好例だ。西アフリカ・ギニアのボッソウの野生チンパンジーは，一組の石

を道具に使った硬いアブラヤシの種を叩き割る（図 3）。つまり，まず石の台の

上にアブラヤシの種をのせて，その種を石のハンマーで叩き割って，中の核を取

り出して食べる。

　6 歳ころになると，野生チンパンジーでは，レベル 3 道具を使うことがある。

レベル 3 道具とは，四つの物を相互に関連づける道具使用だ。ぐらつく台石を固

定して上面を平坦に保つために，台石の下にくさびとなる石を使う。そうして台

石に種をのせ，その種を石のハンマーで叩き割る。

　野生チンパンジーの道具使用はたくさんの事例が知られているが，レベル 4 道

具あるいはそれ以上の階層性をもったものは知られていない。いくつの物を相互

に関連づけて操作できるか，明らかにそこには限界があるようだ。それに対して

ヒトのばあいは，ほぼ無限といってよいレベルまで深い階層をもった道具使用が

可能だ。ヒトが開発したテクノロジーは，こうした階層の深さと，とくに自己埋

め込み構造（self-embedding structure）あるいは再帰的構造（recursive structure）

と呼ばれるものに特徴がある。

　要約すると，チンパンジーはヒトとよく似た認知発達を遂げるといえる。ただ

し，その発達過程はいくつかの点でヒトと異なってもいる。

■チンパンジーの「教えない教育」あるいは「見習う学習」

　飼育下での実験的研究と，自然の生息地での野外研究，その双方からチンパン

ジーの社会的学習にはユニークな特徴があることがわかってきた。そうした特徴

の集合に対して，「教えない教育」あるいは「見習う学習」（原題：Education by 

master-apprenticeship）というラベルを貼ることができる。主要な 3 点について

以下に述べる。

　まず第一に，母と子のきずなにもとずいた観察学習で，生後直後から長期にわ

たって継続する。

　第二に，母親は手本を示すだけで，人間では顕著な「教える（active teaching）」

という行動が見られない。母親が子どもに対して，ことばや態度で指示したり，「良

い」とか「悪い」といった結果のフィードバックをしない。

　第三に，母親（おとなたち）の行動をまねしたいという本来的な動機付けが子
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どもの側にある。そうして子どもが主体的に関わるかぎりにおいて，母親はそれ

を寛容に受け止める。けっして叱ったり，叩いたり，排除したり，無視したりし

ない。

　そうした社会学習の典型的な事例として石器使用に焦点をあてて，このチンパ

ンジー流の教育をくわしく見てみよう。

　まず第一に，社会学習の場を提供しているのは母親である。なぜならあかんぼ

うチンパンジーはつねに母親にしがみついていて，母親が行くところにしか行け

ない。あかんぼうが何かを学習するとして，その学習の場あるいは文脈そのもの

を与えているのは母親である。たった 1 事例を 1 回だけ見て学ぶわけではない，

ということも銘記する必要がある。母子がともに遭遇する日々のできごとは，厳

密にみればひとつとして同じものはないが，逆に言うと，何かしらよく似たでき

ごとが日々繰り返される。ボッソウの野生チンパンジーは日常的に石器を使って

アブラヤシの種を叩き割って中の核を取り出して食べる。いわば，そうした母親

たちの姿を毎日のように見ながらあかんぼうは成長してゆく。同様の場面を繰り

返し観察する。石や種をもてあそぶようになるはるか以前から，ずっとその学習

場面にさらされ続けていたということが，のちの模倣過程の生成において重要な

意味をもっているのだろう。

　第二に，チンパンジーではあからさまなかたちでの教示がない。人間の母親な

ら，きっといろいろなかたちで教示をするだろう。「この種がおいしいよ」といっ

て種を渡す。「この石を使いなさい」と石のハンマーを渡す。「こうして握るのよ」

と石の握り方を教える。「こうして叩くのよ」と手に手をそえてモールディング（鋳

型にはめ込むようにして教えること）をする。石の台を手で支えて種をのせ，課題

をかんたんにしたうえで，「さあ，叩いてごらん」と，最後の動作をプロンプト

する。そうした行動はチンパンジーでは見られない。もっとも，コートジボアー

ルのタイの森で研究しているボエシュ夫妻は，彼らの 10 年以上にわたる長期継

続観察のなかで 2 事例だけ，そうした教示に相当する逸話を観察したと報告して

いる。そうした事例がたとえ存在したとしてもきわめて例外的で，チンパンジー

の母親は子どもに教示をしない。それが人間と大きく異なる特徴だといえるだろ

う。

　母親が教えない，ということを，違う視点から見てみよう。つまり，同じ現象

を，子どもの側の視点に立って眺めてみる。人間の子どもが，石ともうひとつの
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石とアブラヤシの種がある状況に遭遇した仮定してみよう。人間の子どもなら，

何かを始める前に，まず母親の方を振り向くだろう。母親の方も，これから子ど

もがどうするだろうかとそのようすを見守るに違いない。その子がじょうずに石

を組み合わせて種を叩き割ることに成功したとしよう。子どもは「割れたよ」と

その成果を誇らしげに母親に示すに違いない。子どもは母親の顔を見て微笑むだ

ろうし，母親も微笑を返すだろう。あるいは「じょうずにわれたわね」と声をか

ける。しかし，こうしたことはチンパンジーではけっしておこらない。人間のば

あいには，母親と，子どもと，対象物という 3 項関係のなかで学習が成立する。

しかし，チンパンジーではそうした 3 項関係がない。チンパンジーも，他の個体

が道具を使うようすをしっかりと観察する。とくに自分がする前に，あるいはう

まく行かないときに，熟練者のようすを観察する。しかしチンパンジーの課題解

決は，自己と他者という 2 項関係，あるいは自己と対象物という 2 項関係でしか

ない。自己―他者―対象物といういわゆる 3 項関係にもとづかない。つまり社会

的参照（social reference）という行動が欠如している。

　第三に，チンパンジーの子どもは母親の行動をまねようという本来的で強い動

機づけをもっている。チンパンジーのあかんぼうはちょうど満 1 歳ころから，石

や種をもてあそびはじめる。さわったり，押してみたり，口をつけてなめたりす

る。満 2 歳ころになると，複数の物をさまざまなやり方で相互に関連づけはじめ

る。一方を他方の上に載せる，一方を他方に押し付ける，などである。こうした

さまざまな試みはもちろんすぐには結果には結びつかない。こうしたからといっ

て，硬い種の殻は割れないからだ。

　その一方で，種の中身の核は母親から手に入れることができる。一般に，母親

は，子どもの主体的な関わりに対しては寛容だ。母親が割った種の中身を子ども

が横取りする。母親は次の種を台に乗せて叩き割る。するとすぐに子どもが取る。

母親が割る，子どもが取る。7 回連続して横取りした例を見たことがある。もし

単純な学習理論にもとづくならば，こうした横取り行動は増加するはずだ。なぜ

なら，食べ物で毎回強化されるからである。しかし実際には横取り行動は減って

いく。そして，一度も食物強化されたことがない，石と種とを組み合わせる行動

が増えていく。しかも石の上に石をのせるのではなく，石の上に種をのせる，と

いう適切な行動の連鎖が増えていく。そこには，「まねる」という行動それ自体

のもつ本来的な意義があるように思える。
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　横取り，という行動をもう少し詳しく見てみよう。野生チンパンジーの母親は，

「はい，お食べ」というように差し出すことはきわめてまれだ。全然ないわけで

はなくて，わたしは 20 年間の観察の中で 2 回見たことがある。いちじくをたく

さん集めた母親が，ほいと子どもに差し出す。サトウキビを二つに割って，一方

をすっと子どもに分け与える。そうした母親からの積極的食物分配は例外で，多

くは消極的食物分配だ。せいぜい，横取りしてかまわないように手の動きを止め

て，子どもがもっていくのに任せる。飼育下での母子の食物分配を詳しく調べた

研究によると［11］，母親が積極的に差し出す物は，りんごのへたとか芯とか種と

か食べる価値の小さい物が多い。最初のうちは子どももそれを受け取るが，1 歳

後半になると，そうした物は受け取らずに拒否して，果肉の部分をねだる行動を

示すようになる。

　こうした食物分配から，チンパンジーの子どもとおとな，人間の子どもとおと

なの関わり方の違いも見えてくる。チンパンジーのばあい，食物の移動だけに着

目すれば明瞭なように，母親を含めたおとなから子どもへの一方的なものだ。チ

ンパンジーの子どもが母親に何かを分かち与えることはない。それに対して，人

間のばあいは，子どもから母親や周囲のおとなに分かち与える行動がよく見られ

る。いちごを食べている子どもが，母親やまわりのおとなの口に入れようとする。

おとなが子どもに食べさせる，食べさせるという行動を子どもがおとなにまねる，

こうした行為の双方向性がある。チンパンジーの食物分配は一方向性で，人間の

食物分配は双方向性，さらにいえば互恵性（reciprocity）を明瞭にもっていると

指摘できるだろう。

　野生チンパンジーは，それぞれのコミュニティーに固有の文化的伝統をもって

いる［12］。「教えない教育」「見習う学習」を通じて，知識や技術や物事の価値ま

でも，チンパンジーは世代を越えて伝えている。そうした文化的学習，社会的学

習には，「臨界期」と呼べるものがあることも指摘できる。だいたい 4～5 歳にな

らないと石器を使えるようにならないし，その時期を逸するとどうも学習が困難

なようだ。ボッソウのコミュニティーには，石器使用ができないものがこれまで

3 個体いる。2 例は，いずれもおとなの女性だ。彼女たちは，他のコミュニティー

から移籍してきた女性だと推定されており，おそらく石器使用をしない隣接群（た

とえば，東に 5km 離れたニンバ・セリンバラ群のチンパンジーは石器を使わないこと

がわかっている）からの移籍で，若い適切な時期に，石器使用を学ぶ機会がなかっ
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たのだと考えられる。残る 1 例は，4 歳前後のころに，わなに片足がかかって，

鉄のワイヤがからみついた。片足が不自由なため，いつも両手を松葉杖のように

ついていないと歩行ができなかった。そうした身体的なハンディキャップのせい

で，石や種をもてあそんで石器使用を身につける時期を逸したものと考えられる。

■人間の教育と親子関係

　チンパンジーとの対比でいえば，人間の教育はもちろん「教える教育」だ。し

かし，「教える」以前に，「認める」あるいは「承認を求める」ところに特徴があ

る。子どもは，まず何かしようとする前に親の方を見る。親はうなずいたり，微

笑んだりする。そして，何かをじょうずにできたとしよう。その時点で子どもは

また親の方を見る。親はうなずいたり，ほめたりする。つまり，人間の子どもは

必ず親の方を見て承認を求めるし，親も子どもを見守っていて承認を与える。子

どもは，たんに親を見てまねるだけでなく，つねに親との関わりを保ちながら物

事を学んでいく。

　チンパンジーの赤ん坊が育っていくようすを毎日見守る研究の中から，人間の

子育ての特異性も見えてきた。たとえば，チンパンジーのあかんぼうは「夜泣き」

をしない。生後の 3 か月間，母親にしがみつき，母親はつねに子どもを抱きしめ

ている。いつも母親と一緒なので，泣いて呼ぶ必要がない。自分で乳首を探せば

よい。一方，人間のあかんぼうは母親とは体と体が離れているので，声に出して

母親の注意を喚起する必要がある。夜泣きのほかに，人間にあってチンパンジー

にないものとして，離乳食，年子，年寄り，伴侶の存在があげられるだろう。チ

ンパンジーは 5 ～ 6 年おきに子どもを産んで，育て上げて次の子どもを産む。基

本的に母親だけで子どもを育てる。人間は，チンパンジー以上に子どもがゆっく

り成長するので，子育てにさらに時間がかかってしまう。そこで，子どもをまと

めて産んで，まとめて育てるようになったのだろう。実際，双生児を産む比率は

ホミノイドのなかで人間が最も高く，64回に1回くらいの比率で生まれるという。

　人間は，離乳食を与えることで乳離れを早めて次の子を産む。その未熟な子ど

もたちを育てるのは母親だけではない。父親や祖父母にあたる年寄りやヘルパー

たちが子育てに参加する。すでに生殖の役割を果たしたあとも子育てを手伝う役

割があるので，閉経後の寿命が延びたと考えられる。人間の子どもは，生まれな
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がらにして，そうした社会的きずなのなかで育っていく。「人」という文字は，「互

いに寄りかかって立っている二人の人物」の姿を象形したものだといわれている。

人間は，そもそも支えあって生きるようにできているのだろう。
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4　　物の操作と道具使用の発達

■手の巧みさと操作の基盤となる認知機能

　ヒトをふくむ霊長類に共通する特徴の一つとして，物をつかむことのできる

「手」をもつことがあげられる。樹上生活への適応のため，手足で枝をつかむよ

うになった霊長類は，その手をもちいて物をたくみに操作することが可能になっ

た。霊長類の生活にとって，手は重要な機能を果たしている［1］。たとえば，生

きていくうえで必要不可欠な採食の場面を考えてみると，食べているあいだその




