
教育心理学 まとめ ≪発達の理論≫ 

 

①発達とは 

 

・発達 … 個体の発生から死に至るまでの人の様々な変化のこと。 

 

 

②発達の要因の諸説 

 

【ア】成熟か学習（経験）か？ 

 

・ワトソン … 行動主義心理学の立場から、人の発達は生後の環境における学習によって 

        規定されるとして、環境優位説を唱えた。 

 

・ゲゼル … 発達心理学者。遺伝的要因を重視する成熟優位説を主張した。双生児統制法を 

       用いて、階段のぼりの訓練（学習）と成熟の関係を調べ、身体・運動的に十分 

       な時期が来るとレディネスが形成され、短期間の訓練でも階段を早く上ること 

       が出来ることを証明。 

 

※レディネス … ある学習を行うための発達の準備段階のこと。ある学習が最も効果的に 

         なされるためには、学習者にある程度の発達的状態が整っていることが 

         必要。 

 

・ヴィコツキー … ロシアの心理学者。発達の水準を、(1)子供が与えられた問題や技能を 

          自主的に解決し得る水準（現在の発達水準）、(2)自主解決は不可能 

          でも、適当な助言や教示が与えられると解決し得る水準（明日の発達 

          水準）の 2つに分けて考えた。この 2つの水準の間の領域のことを、 

          発達の最近接領域（最近接発達領域）という。 

 

 

【イ】加算説 

 

・シュテルン … 遺伝も環境もともに作用するという立場で、輻輳
ふくそう

説として提唱した。 

                       ↓ 

         発達は遺伝要因と環境要因が加算的に作用し、両者が輻輳（収斂、収束） 

         して 1つの発達に結実するという考え。 

 

・ルクセンブルガー … シュテルンの輻輳説を、 

            対極説として図式的に示した。 

 

・対極説 … ある特徴が Xの位置にあるとき、 

       環境要因は U、遺伝要因は E の割合で、 

       この特徴の発現に寄与していることを 

       示す。 
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【ウ】相互作用説 

 

・ジェンセン … 環境閾値説を唱える。遺伝と環境が、単なる加算ではなく、互いが相乗的に 

         作用しあって発達を決定するという考え方。 

 

・環境閾値説を示すグラフについて 

 

●特性 A … 身長や言語機能のように、 

       環境が極めて不適でも 

       ほぼ完全に発達する特性。 

 

●特性 B … 知能指数のように、中程度 

       の環境条件が閾値となる 

       特性。状況判断も含む。 

 

●特性 C … 学業成績のように環境条件の 

       影響が大きい特性。 

 

●特性 D … 絶対音感のようにきわめて 

       豊かな環境条件がないと発達しない特性。 

 

 

 

③発達段階説 

 

【ア】一般的な発達段階区分と各段階の特徴 

 

・身体的、精神的な発達において、一般的に乳児期、幼児期、児童期、青年期、成人期、 

 老年期の 6つの段階的区分が用いられる。 

 

 

 (A) 幼児期   

 

・生後 2 歳ごろまで。母子のアタッチメント（愛着）が成立し、歩行と言葉の獲得期である。 

 出産後 1か月までを特に新生児期という。 

 

※アタッチメント … 生後間もない幼児が特定の人に対して抱く情愛的な結びつきのこと。 

 

●ボウルビー … アタッチメントの概念を提唱。アタッチメントの形成には、幼児の 

         泣き叫びや発声、笑顔（3か月微笑）などの発信的行動に対して 

         母親が自然に反応するという生得的なシステムが関わっているとした。 

 

●ハーロウ … サルの子どもに布製と針金製の代理母を与え、アタッチメントの重要性を示す。 
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●生理的早産 … 人は、哺乳類の中で最も高等な動物でありながら、生後約 1年間は自力で 

         移動したり食べたりできない未熟な存在である。つまり、人間の乳児は、 

         胎内で成熟する期間が短く、早く生まれすぎるのである。動物学者の 

         ポルトマンはこれを生理的早産とよんだ。 

 

 

●インプリンティング … 刻印づけ、刷り込み。教育現場でもこれに留意をしないといけな  

い場面がある。例えば自閉症気味の子には、ダメなことはダメと教

え込んでおく必要がある。そうしないと、ダメなことを正しいと思

い込んでしまう可能性があり、それを矯正するにはそのとき指導し

た人間が教え直す必要が生じてくる。特に、「捕まる行為」になる

か否かについては必ず教え込む必要がある。 

 

 

●発達加速減少 … 身体発達が時代とともに加速され、生理的成熟が早期化している現象を 

          発達加速減少とよぶ。（例：早いうちに妊娠をしてしまう） 

 

 

 

 (B) 幼児期   

 

・5，6 歳まで。第 1 反抗期が見られる。自己中心性、物質にも生命があると考える 

アニミズムといった特徴が、ピアジェによって示される。 

 

 

 

 (C) 児童期   

 

・12 歳ごろまで。活動面で、家族から友人へと移り、社会性が発達し、仲間関係が広がる。 

 特に児童期の後期は「ギャング・エイジ」とも呼ばれる。 

 

※ギャング・エイジ … 集団遊びで、集団で秘密基地を作ったり徒党を組んだりする。 

            記憶に残っているのではないだろうか？ 

 

 

 

 (D) 青年期   

 

・20 歳代半ばごろまで。個人差はある。青年期前期では、第 2 次性徴期に伴い、心身ともに 

 大きな変化を迎える。親への依存と独立の間を行き来しながら、心理的離乳を果たそうと 

 する。 
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 (E) 成人期  

 

・60歳ごろまで。 

 

 

 (F) 老年期  

 

・老後のことである。 

 

 

【イ】特殊な発達段階理論 

 

●フロイトの発達段階理論 

 

・フロイト … 精神分析学の創始者。性的エネルギーであるリビドー（ラテン語で欲望）と 

        いう概念によって力動的に発達を描く心理・性的発達理論を唱えた。 

 

・フロイトの 5段階発達区分 … 口唇期、肛門期、男根期、潜伏期、性器期の 5つに区分。 

 

 

 (A) 口唇期   

 

・出生から 1年余りの期間で、乳児期に相当。哺乳にかかわる口唇部にリビドーが集中して、 

 吸うことが活動の主体となる。 

 

 

 (B) 肛門期   

 

・生後 1年から 3年目で、幼児期の前期に当たる。衣服の着脱、清潔、食事、排泄などの 

 生活習慣のしつけが身につくころ。排泄のトイレット・トレーニングが子どもの心に大きな 

 影響を及ぼす。排泄にかかわる器官がこの時期は支配的であるとされる。 

 

 

 (C) 男根期   

 

・3～5歳期で幼児期の後期に相当。5歳ごろにはエディプス期とよばれる時期に入り、両親と

のエロス的葛藤（異性の親への愛）を体験する（エディプス・コンプレックス）。そして、 

 両親の道徳的、禁止的側面に対して同一化を行って超自我が形成される。リビドーは抑圧。 

 

※女児は、特に区別して、エレクトラ・コンプレックスと呼ぶ場合もある。 

 

 

ｓ 
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 (D) 潜伏期  

 

・児童期に相当。学校での学習や社会的活動にエネルギーが注がれる。 

 

 

 (E) 性器期  

 

・思春期（青年期の前期）以降を指す。 

 

 

 

●ピアジェの発達段階理論 

 

・ピアジェ … 思考・認知に焦点を当てて知能の発達段階区分を行った。（以下の 4段階） 

 

 (A) 感覚運動期   

 

・0～2 歳。感覚と運動との関係の発見。吸う、つかむ、たたくなどの身体的な活動を身に付け、 

 ものを把握するために探索活動が盛んとなる。 

 

 

 (B) 前操作期   

 

・2～7歳。概念、思考、推理が生じてくるが、知覚に左右され、直感的。前半の 2～4歳の 

 頃を象徴的思考段階、後半の 4～7歳を直感的思考段階に分ける。 

 

 

 (C) 具体的操作期   

 

・7～11歳。数や量は形を変えても、とったりつけ加えたりしなければ不変だという基本的な 

 対象概念（保存概念）が獲得される。 

 

 

 (D) 形式的操作期   

 

・11～15歳。抽象的な事柄に対しても論理的思考が可能となる（例：仮説演繹的思考）。 

 

 

※上記の発達段階の並べ替えが最頻出である。内容よりもまずは上記の発達の順番を確実に。 
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●エリクソンの発達段階理論 

 

・エリクソン … 自我の発達に注目した発達段階説を提唱。各段階に名称はないが、段階に 

         おける心理社会的危機がその段階を特徴づけている（ライフサイクル論）。 

         自我同一性、モラトリアムの概念。 
 

 

●ハヴィガーストの発達段階理論 

 

・ハヴィガースト … 人が社会の一員として健全で幸福な成長を遂げるために期待される 

           社会的役割に注目し、発達課題という概念を取り上げた。 
 

 

●コールバーグの発達段階理論 

 

・コールバーグ … 道徳判断の研究を基礎とし、道徳性の発達を示す。道徳判断についての 

          3 水準 6 段階からなる発達段階を示した。 

 

・道徳性の 3 水準 … 前慣習的水準、慣習的水準、後（脱）慣習的・自発的水準で、各々 

           2段階ずつある。 
 

 

④発達の諸相 

 

【ア】身体的発達 

 

●スキャモンの臓器別発育曲線（表中の語句が空欄となる場合が多い） 

 

・スキャモン …人の発達において各種の臓器は発育過程                                                                                                                                              

を異にするとし、4つのパターンに大別。 

（A）一般型 … 身体各種計測値（頭部除く）、呼吸器、 

         腎、大動脈、脾、全身の筋、骨格、血液 

         などは 2 度の加速的発達を伴い、年齢と 

         ともに漸次その量を増す。 

 

（B）神経型 … 頭部、脳、脊髄、末梢神経などは生後 

         4年間で成人レベルの 80％に達し、 

         6～8 歳でほぼ完成する。 

 

（C）リンパ型 … 胸腺、リンパ腺などは生後急速に発育 

          し、10～12 歳頃には成人の 2 倍くらい 

          まで発育した後、落ち着いていく。 

 

（D）生殖型 … 睾丸、卵巣、支給などは思春期に入って 

         急速に発育し 14～18 歳で成人のレベルに達する。 
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●乳幼児の身体発達 

 

・把握反射 … 指や手のひらを押すと指を握りしめる。 

 

・モロー反射 … 頭をあげてあおむけに寝かせ、急に頭の支えを外すと腕を広げ、頭を 

         そらし、腕を体の前で交差させる。 

 

・バビンスキー反射 … 足の裏の外側をひっかくと足の親指が足背側に反り、場合によって

は他の足指が扇状に広がる。 

 

 

●社会性の発達 

 

・ギャング・エイジ … 徒党期。小学校中学年頃から、同性同年代の子供同士の自然発生 

            的な、しかも強い結束を持つ数人の仲間集団（ギャング）を作って 

            行動するようになり、11歳頃にそのピークを迎えるとされている。 

            これを、児童期の後期を指して、ギャング・エイズと呼ぶ。 

 

 

・青年期における社会性 … シュプランガーのいう自我の発見を通して家庭から精神的に 

              完全に独立を果たし、自己を確立することを指す。 

                           ↓ 

              ホリングワース：心理的離乳 ／ オーズベル：脱衛星化 

 

 

●養育態度 

 

・サイモンズ … 子どもの性格形成には親の接し方、育て方が重要なカギを握っている。 

         そこでサイモンズは、親の養育態度について、拒否―保護（受容）、 

         支配―服従の 2つの軸を取り出した。この組み合わせから、4つの 

         養育態度の型、すなわち（１）かまいすぎ【過保護、過干渉】型、 

        （２）甘やかし【溺愛】型、（３）残忍【厳しすぎ】型、そして 

        （４）無視【無関心】型を設定。 

 

 

●遊びの発達 

 

・パーテン … 子どもの遊びの観察から、仲間とのかかわりの展開を明らかにする。 

        ①幼児期の「とりとめのない行動」から、②「一人遊び」「傍観者的行動」、 

        さらに一緒に別々のことをする③「並行遊び」、さらに進んで同じような 

        活動をしながら会話を交わす④「連合遊び」、ある一定の目的のために 

        一緒に行う⑤「協同遊び」へと移行していくことを示した。 
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●知的発達【ピアジェの補足】 

 

・乳児期の感覚運動期 → ものがどのような形や感触をしているかを、感覚と運動を通して 

             理解をする。また、このころ、ものの存在が動かさなければあり 

             続けること（ものの永続性）を理解し始め、何かを手に入れるた

めに行動を起こす（手段―目的関係）こともできるようになる。 

 

 

・幼児期の前操作期 → イメージが芽生え、象徴的行動が出てくる。身の回りの物を他の物に 

            見立てて遊ぶ象徴遊びが盛んになる。（例：積み木を自動車に見立て 

            てブーブーと言ったりする）。 

 

・前操作期の後半の特徴 → 直観的思考。事物の分類や大きさの比較などを直観、特に知覚

に頼るので見た目に左右され、大人から見ると未熟な考え方を示

す。この典型例が、保存概念の未獲得とよばれるもの。例として、 

              同じ量の水が入っているのに、違う容器に移し替えたら一方が 

              多いと言ってしまう。 

 

・幼児期（前操作期）の認識の特徴 → 自己中心性。ピアジェの三つ山問題で明らかになる。 

 

 

 

●言語の発達 

 

・なん語（喃語）… 乳幼児の「アウアウ」「レロレロ」といった意味不明の発生。７か月ご

ろが最盛期で、１歳ぐらいまで続く。１歳頃に初めて意味のある言葉が出

てくる（初語）。 

 

※幼児の言語発達 … ピアジェは、自己中心的傾向から社会的傾向への移行の過程であると 

           主張。 

 

★自己中心的傾向（自己中心性言語）… 言語の反復、独り言、集団的独り言の多い様子。 

 

★社会的傾向（社会的発話）… 自己中心性言語の後に現れる言葉で、聞き手に発せられる 

               批判、命令、要求、質問などの発話のこと。 

 

 

・ヴィゴツキー … 他者との伝達手段としての言語を外言、思考の手段としての言語を内言と 

          した。 
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