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「発達保障」が提起された時点における理論的到達点
――二つの危険性を踏まえた後方視的検討――

井　上　洋　平

〔要　約〕

　本稿は「発達保障」の考え方（発達保障）が登場した 1961 年当時の状況を確認す

ることを目的に，田中昌人氏（1932-2005）の初期の論考（1954～1961）における発

達研究の展開過程を整理した。その際，「発達の序列性をめぐる価値の問題」と「発

達保障における能力の現実的展開」という発達保障に潜む二つの危険性の指摘を踏ま

えて検討した。その結果，障害のある子どもを対象にした研究から発達段階の存在が

明らかになりつつあった一方で，同一発達段階内での個性化の側面は目下研究が進行

中であったことが分かった。こうした発達研究の進捗状況のもと，発達に則した指導

としての生活指導の充実という意味合いを強くもったものとして発達保障の用語が当

初は用いられ，能力の現実的展開としては個性化を通じた社会適応が志向されていた

ことを確認した。

キーワード： 発達保障，理論的到達点，発達の序列性，能力の現実的展開，後方視的

検討

1．問題の所在と目的

　今から 56 年前の 1961 年に，近江学園を主な舞台にした研究と実践に基づいて「『発達保障』

の考え方（以下，発達保障）」が提起された（1）。これまでに発達保障の起源や源流を辿る論考（河

合，2007），発達保障と共に展開した発達研究についての論考（中村，2013），発達保障をめぐ

る 21 世紀的な課題を検討した論考（秦，2003；田中，2003；渡部，2003），半世紀を経た発達

保障の深化に取り組んだ一連の論考（中村・渡部，2016）などが精力的にまとめられてきた。

そして，大泉（2011）によって発達保障の中心的な提唱者であった田中昌人氏（1932-2005）

の初期著作集が編纂されたことで，発達保障が提起された時点でその用語に込められていた意

味や当時の発達研究の到達点を検討することも可能になってきた。
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　もちろん発達保障に批判的な立場から検討された論考も少なくはない（楠，1982；柴崎，

1985；山下，1977）。発達保障に対する批判の妥当性を検討する上でも，前提となる発達概念

や発達保障の生成・発展過程を明らかにしていく作業が重要な意味をもつ。一般的に概念や理

論の生成・発展過程を見ていく場合，関連する著作を時系列的にまとめつつ一定の区切りのつ

く時期を探っていくことが採用される方法だろう。それに対して本稿は，理論的整理が一定な

されたある時点での発達保障に対する批判的検討から，発達保障が提起された当時の到達点と

課題を明らかにしていく後方視的な手法を採る。批判的検討を映し鏡にすることで，1961 年

当時の到達点と課題の把握が容易になるとともにそれ以降の理論的展開を見通しやすくなる。

　そこで本稿では，発達保障とそれを批判する考え方の両者を踏まえつつ，「幸福実現を志向

する価値意識」の点から発達保障が内包する二つの危険性を指摘した福島（1991）の論考を基

に後方視的検討を行う。福島はその論考の中で発達保障への主だった批判を取り上げ，それら

が重要な指摘を含んでいることは認めつつも，発達保障に対する批判としては不十分であった

り適切ではなかったりすることを明らかにしている。その上で，能力の全面的発達を目指すこ

とが人格の豊かさにつながっていく反面，個々人の能力差は人間存在の平等性を否定するモメ

ントを含む二律背反にあるという竹内（1987）の指摘を踏まえ，発達保障に潜む二つの危険性

を挙げている。

　指摘されている第一の危険性は，発達に至上の価値を見出すことによる同一人物における時

間軸上での発達の比較（「経時的序列性」）と同時点における他者との発達の比較（「同時的序

列性」）として顕在化しやすい「発達における価値の序列性」である。そして第二の危険性は，

「能力そのものの発達」が重視されすぎることによって，「能力の現実的展開」が見逃されがち

になることである。

　以上のことから本稿は，上記二つの危険性を見据えながら発達保障の中心的な提唱者であっ

た田中昌人氏の初期の発達研究に着目し，1961 年当時における発達概念および発達保障の到

達点を明らかにすることを目的とする（2）。具体的には，発達保障が提起されるまでの発達研究

や実践の積み重ね，発達保障が導入された当時の近江学園を取り巻く状況，実践や研究におけ

る発達保障を導入した意義，といった観点を踏まえ進めていく（3）。

2．発達保障が提起されるまでの発達研究

　「発達とは何か」と問われた場合，「発達は到達だけを意味するのでなく，人格的諸能力の新

しい発達的自由への出発であり，目指す方向には搾取のない新しい時代の真理，真実へ向けた

自由が保障されることです（田中，2004）。」と該当する部分を探り出して応じることで十分か

もしれない。しかし，注意を要するのは発達について説明しようとする場合，発達という現象

そのものがすでに存在していること，発達という現象そのものの解明が一定なされていること
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が大前提になる。一方で発達研究における発達といった場合，発達という現象が本当に存在し

ているのかどうか（例えば「学習」という概念で十分説明できるのではないか）から議論が始

まり，発達の解明に取り組むための方法論などが問題となる。

（1）発達という現象への接近方法①：近江学園着任まで

　近江学園での仕事を始める 1956 年 4 月に至るまで，田中昌人は主に三つの研究に取り組ん

でいる。第一に卒業論文の副論文である胎教の歴史的変遷のまとめ（田中，1996），第二に卒

業論文としての妊娠中の母体疾患（妊娠中毒症）から生まれた子どもたちの予後のまとめ（田

中，1954/1996）およびその後の他の疾患での予後研究，そして第三に「精神薄弱児」（4）の社会

適応に関する類型的研究（糸賀・田中，1956/2011）および「三つの願い」に関する研究（田中，

1956/2011）がある。

　卒業論文における胎教の歴史研究と予後を扱った実証的研究は，不可分の関係にあった（田

中，1996）。それは古いからだめな知見で新しいからよい知見という態度でいると，迷信を是

正する科学そのものが迷信的になる点を指摘していることからも分かる。そこでは，「主に生

物の生理的な面に対して外部から直接働きかける外部環境つまり生理的摂取物（p.105）」が胎

生期の命に与えるプラスとマイナス双方の影響について，実験という方法によって検証した発

生学研究から多くの示唆を得ている。

　そして，近江学園着任（1956 年 4 月）以前に実施・公表された研究に，「精神薄弱者の社会

適応（糸賀・田中，1956/2011）」と「精神薄弱児の三つの願い（田中，1956/2011）」がある。「精

神薄弱者の社会適応」は，一貫して対象者をタイプ別に整理・検討していく類型的研究となっ

ている（糸賀・田中，1956/2011）。徹底して対象者の類型化をはかりながらも分析の視点に時

間軸の導入を試みている。それによって適応像を現象的に類型化するだけでなく，適応像の移

行を分析してその移行要因を検討している。ただし，二地点間での類型化を進めたとしても類

型相互の移行を含んだ形成過程の把握がなされない限り，個々の類型にのみ閉じた対象者の把

握にしかならないという限界もあった。

　また，「精神薄弱児の三つの願い（田中，1956/2011）」は 1956 年 1 月に公表されている。三

つの願いを聞く方法は，Kanner（1948，p.224）（5）の投影法（projective methods）の中で“The 

Three Wishes”として記述されていたものである。タイプ別の反応例や願いごとたずねる未

来を志向した方法でありながら現在や過去をとらえ返す分析視点などは，Kanner の考え方が

かなり取り入れられている。そして，三つの願いに対する返答が子どもたちの現状およびそこ

に至る経過を表している点を踏まえ，子どもの視点が集団や社会に開かれたものになっていな

いことや当時課題となっていた退所後のアフターケアについても学園内での指導のあり方に根

本的な問題点があるという指導者にとって厳しい指摘を行っている。



「発達保障」が提起された時点における理論的到達点（井上洋平）

― 26 ―

（2）発達という現象への接近方法②：近江学園着任後

　近江学園着任後，それまでの発達研究が「その多くが発達傾向ないしは発達段階（いつになっ

たらどういうことができるか）の研究であって，発達過程（どういうしかたでそういうことが

できてき，条件がかわるとどういうぐあいにそのできかたが変わっていくのか）の研究は十分

なされているとはいえないのみならず，方法論的考察も十分ではない（田中，1961/2011，

p.18）」ことを踏まえ，三つの段階を踏んで研究を進めていった。

　第一段階としては 1957 年に既存の諸テストを実施する中で，テストでの不通過項目という

「できなさ」に基づいた特徴把握に留まる点を課題として明らかにしている（田中，1960a/

2011）。次いで第二段階として 1958 年には，「できなさ」ではなく「できること」を中心に取

り上げ，条件変化を加える中で「できかた」を捉えるテストを実施し，各種の条件変化と精神

年齢との間に高い相関を示すことを明らかにした（田中，1960a/2011；田中，1961/2011）。こ

の第二段階において，胎教の検討で触れた実験発生学によって示される形成過程への関心と類

型的研究の徹底によって経験した方法論的限界があいまって，方法論的な問題点の指摘（田中，

1960b/2011）や「原因的実験発達の心理学（6）」的に取り組んだ極性化過程（7）の検討（村井・田

中，1960/2011）へと結実していく。そして第三段階では，条件変化を加える中で見いだされ

た「できかた」の背景にある「動揺性の中におけるエネルギーのレベル，バランス（田中，

1960a/2011，p.167）」について，1959 年 6 月に完成した手指の把握制御過程として測定する「精

神作業過程測定装置」を用いてそれ以降の研究を進めていった。このことは形成過程や状態変

化を示す用語であった極性化が，その後「操作（1964 年 12 月 6 日）」そして「可逆操作（1965

年 1 月 22 日頃）」（8）という発達の単位を捉える概念へ展開していく大きな契機となっていった。

　上記の三段階を経て研究の第四段階として考えられていたのが，極性化過程との関連で人格

形成過程を把握していくことであった。社会適応を検討した類型的研究（糸賀・田中，1956/

2011）や「三つの願い」研究（田中，1956/2011）を経て，1959 年頃からは「意欲の発生メカ

ニズム（田中，1961/2011，p.21）」の中核として「自己形成視（9）（田中，1961/2011，p.21）」

を想定するようになっていった（田中，1961/2011）。

　これらのことから了解可能な実態として発達がそもそも存在していたわけではなく，研究に

よって発達の実態解明に努めていたことが分かる。実際には，子どもをとらえる視点や方法か

ら議論を始め，子どもに則した方法を考案し，その上で子どもたちの発達の形成過程を極性化

過程と仮説的にとらえ解明を進めていった。重要なことは障害のない子どもを対象にした研究

や障害のある子どもを比較対象とした研究からではなく，精神薄弱児（当時）といわれていた

知的障害のある子どもを対象に極性化における中核機制なるものを把握していったことであ

る（10）。
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3．発達保障の提起へ

（1）近江学園が直面していた課題

　1946 年に開園した近江学園に田中昌人は 1956 年 4 月に着任し，後ほど取り上げる発達保障

が提起された 1961 年において，過去 15 年間の研究部の歩みを整理している（田中，1961/

2011）。15 年間の歩みは大きく二つの時期に分けられ，第一期にあたる最初の 10 年間は，「実

践記録を報告し，日常の運営の隘路を打開するために，世の中の人々の理解をえることが中心

になっていた（田中，1961/2011，p.5）。」という。そのため，指導の成果を引き継ぎさらに発

展させていくといった「ある指導者の指導の成果は，検討を加えて理論的に再構成され，教育

技術として組織体系化して（田中，1961/2011，p.5）」いくことが課題であった。そして，第

二期にあたる 1960 年当時の近江学園には療育活動，施設体制，学校教育との関係，研究活動

において早急な解決を求めていた四つの課題があったという（田中，1997/2011）。

　療育活動での課題は，「重度の障害児に対する専門的な施設（1963 年 4 月に開園した『びわ

こ学園』）」での活躍が予定されていた杉組の子ども 3名が，1959 年 8 月から 11 月下旬にかけ

て相次いで亡くなったことである。施設体制での課題は，1958 年に養護児や職員子弟が地域

の学校に通うようになり対象児が大きく変化し，それに伴う職員構成の入れ替わりが大きかっ

たことである。学校教育との関係での課題は，1960 年の行政監察によって近江学園が就学免

除の対象者が出てくる可能性のある養護学校の併設を問われたことである。研究活動での課題

は，蓄積されてきた発達研究の資料や継続する研究の増大を支える研究費の不足である。こう

した課題を抱えた中で近江学園の中から提起された発達保障について，その意味するところを

次に整理していく。

（2）発達保障の提起

　1961 年発行の近江学園年報第 9号では，類型的なレッテルを貼るのではなく発達の法則性

を見つけていく子どものとらえ方が提起されたことに続いて，生活指導の文脈の中で初めて発

達保障という言葉が登場する。発達と学習の関係に言及する中で，「この場合の“発達”とい

う概念で示されるものは，具体的には“生活”という営みの中で形成されていくのである。こ

こにおいて，個人個人なりの健康な発達の指導ということが生活指導の内容になり，生活指導

のねらいがそこにおかれてくることになるのである。いまこれをフランスの教育改革委員会が

国民教育組織の諸原理の中で用いている『発達保障』という言葉を借りるならば，精神薄弱児

なりの完全な発達保障をねらっていくのだと言い換えることができる（田中，1961/2011，

p.8）。」という記述として初めて発達保障の言葉が登場する。ここでの発達保障とは，一人ひ

とりに応じた発達の指導という生活指導のことを指しており，まず指導方法を念頭に置いた用
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語であった。

　同じく近江学園年報第 9号では，人間が個性化していく中で社会的に適応していくことを

「三つの願い」や「自己形成視」といった内面性の広がりを踏まえて指摘し，個性化していく

中で社会化していくという方向性の転換に言及している。具体的には，「幾度も述べるように，

精神薄弱児の生活指導はこのような方向性の転換に示される発達のしかたの法則性を一人ひと

りと集団について探り，社会適応の方向で指導していく。つまり，発達保障をしていくことな

のである（田中，1961/2011，p.11）。」というものであった。社会からの要請に傾きがちであっ

た生活指導を子どもの側にある法則性を見いだす中で問い直し，一人ひとりの内面性を重視し

た「社会適応」の方向で指導していくことが「発達保障」の意味するものだった。この時点で

は，その後に強調されるようになる自己実現という言葉は登場せず，社会への「順応」を批判

的に検討し「適応」としている点に特徴がある（11）。しかし，発達保障という用語を使うまで

もなく説明可能であり田中自身が後年になり述べているように「だめ押し」の用法となってい

る（田中，1997/2011）。

（3）発達保障の独自性

　初出部分で言及されているように発達保障という用語は，ランジュヴァン・ワロンの教育改

革案に示唆を得ている。しかし，田中が参考にしたと考えられる翻訳（国立国会図書館調査立

法考査局，1960）では，「われわれの教育の改革は，われわれの制度の中で，『青少年のもつ完

全な発達に対する権利を保証する』ことでなければならない（国立国会図書館調査立法考査局，

1960，p.52）。」となっている。「青少年のもつ完全な発達に対する権利を保証する」との文言

はあるものの発達保障という用語はどこにも登場しない。この点について，近江学園年報第 9

号で初めて発達保障という表現を用いたことの説明が後年になりなされている。

　「ただし，1947 年 7 月のランジュバン・ワロン改革計画として当時紹介されていた国立国会

図書館調査立法考査局依頼の原田種雄国立教育研究所員による資料『フランスにおける教育改

革の動向と問題』（1960 年 6 月）では，障害の重い人もふくめて正義の原則が十分徹底してい

るようには思えなかった（12）。また，訳は『適正と能力に応じた発達を保証する』（13）などとなっ

ていた。この訳では発達が適正や能力に従属している。しかも，権利として発達を保障するの

ではない訳である。『保障』と，『保証』と，『補償』とは意味が違う。そこで，正しい意味で

使うことを徹底させること，いま一つには，当時紹介されていたワロンの発達理論がピアジェ

との対抗論理としての性格が前面に出ており，それをさらに弁証法的に精緻なものにする必要

を感じはじめていたので，そのレベルで用いられている発達保障をそのままでよいとは思え

ず，『発達保障という言葉をかりるならば，精神薄弱児なりの完全な発達保障をねらっていく

のだといいかえることができる』というように批判的吟味の余地を確保した用い方をした。こ

れが『発達保障』の初出における用い方であった（田中，1997/2011，p.763）。」
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　正義の原則が重い障害のある人も含めて徹底されていない，発達が適正や能力に従属する形

の訳となっているという二つの指摘は，障害の重い子どもたちを対象に研究を積み重ね，個性

化を通じて社会化の方向に適応していく発達過程を発見していった当時の研究の到達点を踏ま

えてなされた妥当な批判である。他方，権利として発達を保障する訳になっていない点につい

ては，1961 年までのところで発達を権利として明確に位置づけている田中自身の記述は今の

ところ見当たらない。しかし，「保証」を「保障」に置き換えていることから，権利はお墨付

きを与えられる「保証」ではなく守られるべきものとしての「保障」という見解が示されたも

のといえる。

4．1961年当時の「価値の序列性」および「能力の実際的展開」

　1954 年から 1961 年までの文献を手がかりに，研究を通じた発達への接近方法や発達保障の

提起をみてきた。それを踏まえ，発達をめぐる価値の序列性の問題や能力の現実的展開の問題

にどこまで迫ることができていたのか，当時における到達点とそれ以降の課題を整理してい

く。

（1）発達概念に備わる価値の序列性

　類型的研究を乗り越えようとしていた当時の発達研究には，以下の課題が残されていた。形

成過程に着目する中で，発達の各時期に固有の特徴をもった段階があることを明らかにしつつ

あったものの，1960 年代半ばから言及がなされ始める同一発達段階内における個性化の側面

はまだ取り上げられていない（14）。また，人格形成過程での研究も「自己形成視」へと至る発

達過程（高次化）が検討されていることからも分かるように，同様のことがいえる。

　発達保障が提起された当時，他者と比較したりやレッテルを貼るのではなく，障害のある子

どもたち一人ひとりが「よりよい姿」になっていく事実が確かめられていた。これは福島

（1991）が指摘する「同時的序列性」や「経時的序列性」といった発達の価値に関する問題が

浮上してくる直前の状況であり，障害のある場合も発達するという事実や指導における発達の

意味が強く認識されていたわけではない。

　したがって，1961 年以降の実践と研究の成果である同一発達段階内での個性化の展開（「ヨ

コへの発達」）を押さえながら，人間における発達の価値の位置づけを吟味していかなければ

ならない。発達の自己目的化による人間存在の手段化に懸念を表明し，その危険性を乗り越え

るために幸福を保障する手段として発達をとらえ直すことを提起した福島のように，何のため

の発達なのかという目的と手段の問題提起を手がかりに発達の位置づけを見ていく必要があ

る。発達を権利，いわば出発点として位置づけて目指される方向性と，発達が目的や目標とし

て位置づけられて目指される方向性では，個人と集団と社会それぞれの姿は大きな違いが生じ
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てくるはずである。

（2）能力の現実的展開

　1961 年においては発達という事実が明らかになり，それを支える指導技術のありようとし

て発達保障が提起されたところであった。1961 年当時の人格形成過程研究は，人格への働き

かけを生活指導・職業指導・学習指導という三者を相互に関連づける中で，生活の枠組を整え

る「水路づけ（方向づけ）」と課題への取り組みの中で子どもの内面へ働きかける「局在づけ（節

づけ）」を「枠づけ」として理論的にも押さえつつ取り組みを進めていた段階であった（15）。こ

うした働きかけを通じて，行動の効率化や多様化という数値化しやすいものだけでなく，それ

ぞれの発達の段階に応じた人格形成の課題があることを，子どもたちの生活上の姿を通じて明

らかにしている。しかし，能力の現実的展開を議論しようにも，能力の展開には個性化が見ら

れることの指摘がなされたばかりであり，個性化する中で実社会への適応を目指している段階

であった。

　したがって，どのような社会の中で個々人の能力が具体的に発揮されるかよりも，個性的な

個々の能力を今ある社会の中で展開していくことが目指されていたといえる。もちろん，1960

年の行政監査による近江学園への養護学校併設問題から，就学猶予・免除の対象者が出てくる

可能性という社会の問題（差別的対応）と向き合わざるをえない状況も生じており，社会への

適応を志向していた姿勢にも影響を及ぼしていたと考えられる。能力の現実的展開に対する立

ち位置は，発達を権利として明確に位置づけていった経緯や「発達・差別・歴史」「発達・集団・

社会」といった三つのレベル相互を切り離せないものとして位置づけていった経緯（16）を明ら

かにしていく中で検討していく必要がある。

5．お　わ　り　に

　発達保障の理論的発展という視点でみた場合，発達保障が提起された 1961 年を区切り目と

することには異論もあるだろう。しかしそれも，考え方として提起された時点での到達点と課

題を踏まえて今後検討がなされていくものである。

　また後方視的検討にあたって取り上げた福島（1991）の論考は，1961 年以降の発達保障の

理論的展開を歴史的な意味でまとめていく際にも，能力の現実的展開をめぐる今日的課題を考

えていく際にも手がかりを与えてくれる。社会適応の方向で発揮していくことや発揮する場の

確保が問題であった 1961 年頃に対して，福島による批判的検討がなされた 1991 年頃は「統合

（インテグレーション）」の観点から実際に発揮する場（分離か統合か）が問われていた。そし

て，障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）の批准と（改正）障害者基本法および障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）の施行がなされた現在では，



佛教大学社会福祉学部論集　第 14 号（2018 年 3 月）

― 31 ―

原則同じ場で学ぶことを前提としつつそのための環境の整備（事前的改善措置や基礎的環境整

備）や合理的配慮の内容が問われるインクルーシブ教育を展望するところまできている。そう

した中で今求められているのは，どのような価値に重きを置いて学びや生活を共にしていくの

かを実践や研究を通じて深めていくことである。

〔注〕
⑴　 「発達保障」や「発達保障論」という用語が一般的に使用されている。しかし，本稿で扱うのは多く
の研究や実践の蓄積を踏まえた「発達保障」や「発達保障論」ではなく，一つの考え方として産声
を上げた時点を対象としている。そのため本稿では，一貫して「発達保障の考え方」としての意味
合いを持つものとして「発達保障」の用語を使用する。

⑵　 本稿は著作からの引用を多く含む。それは原著の意味を誠実にくみ取ること，その意味のくみ取り
作業が適切かどうかの判断材料を提供することを意図している。

⑶　 こうした問題の設定は，ヴィゴツキーの「最近接発達の領域」概念の日本における導入を検討し，
心理学的概念の導入にあたって採るべき立場を示した田丸（1996）の指摘による。それは，ある概
念が定義されている箇所を羅列の形で取り出しても，「そうした方法では概念の背後にある事実関係
ならびに理論的根拠が隠されたままとなり，その概念を研究や実践に発展的に適用していくことが
できなくなる（p.52）」との指摘である。つまり，ある心理的概念を自らの研究に採用するに至った
きっかけを検討し，その心理的概念をつくりあげていく際に依拠した経験的資料や実験そして理論
を明らかにし，その上でその心理的概念がもたらした意義を研究や実践の面から示す必要がある。

⑷　 本稿では歴史的経緯も含めて検討していくため，現在では不適切な用語も当時の使い方として紹介
する場合に限って用いる。

⑸　 田中（1956/2011）の参考文献一覧には，1955 年発行の第 2版が掲載されているが，第 2版の初版
は 1948 年である。田中がどのタイミングでこの文献に触れて「三つの願い」研究の準備を進めてい
たのかは今のところ不明である。

⑹　 「原因的実験発達の心理学」の用語は，田中が 1954 年に京都大学に提出した卒業論文で取り組んだ
「新胎教の可能性と展開上の諸問題」の中で先行研究の整理を広範に行った実験発生学の影響がある
と考えられる。ここでいう実験発生学とは，田中（1996）がA Environment（AE.）と呼んだ「主
として食物を一連とする主に生物の生理的な面に対して外部から直接働きかける外部環境つまり生
理的摂取物（p.105）」が，胎生期の命に与えるプラスとマイナス双方の影響を検討した一連の研究
を指す。田中・田中・岡本・村井（1980）においても，「その頃，発生学では記載発生学から実験発
生学に向かっていた。その方向をねらってもいたのですね。実験発達心理学というか。園原先生の
いわれる教育心理学としての発達心理学の方向ですね（p.3）」と田中自身が述べている。

⑺　 「極性」という用語の初出は確認できていないが，少なくとも1958年の時点で以下の記述がある。「お
びただしい数の成形異常形成の実験により，これらのことがわかったのであるが，成形異常成立の
決定は外因の単なる種類や性質によるものではなく，さらに，いっそう根本的な未知のメカニズム
があり，これらの外因はその未知のメカニズムを発動させうる限りにおいて成形異常成立の決定に
有効なものと考えられる。この未知のメカニズムを把握するために極性という概念および極性軸の
人為的支配という問題領域が提出されている（田中，1958/2011，p.91-92）。」その後，以下のよう
な整理やふり返りが何度かなされている。「基本的事項の統一的把握のために現実の行動体制をおし
すすめ，体制の差を差たらしめているメカニズムを仮定し，これを生物体において表現として形態
が形成される根本的メカニズムをさす極性化過程という言葉でアナロジカルにあらわす（村井・田
中，1960/2011，p.185）。」「未分化な状態からいくつかの極性がある勾配をもってあらわれてくると
考えられるが，それが方向づけ・局在づけされる道行き，未来への志向的自己運動を想定して極性
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化過程と名づけるのである（村井・田中，1960/2011，p.185）。」「この概念は当時発生学で使われて
いました。結晶成長なんかでもそういうものを考える事によって，内的，外的条件と結晶の成長の
関係を問題にしていました。発達でも現象面の変化だけでなく，それをなりたたしめるもっと本質
的な発達連関を問題にしなければならないということを園原太郎先生あたりは強調しておられまし
たが，そのような発達連関を中核機制でとらえるのが極性化過程だと意気ごんだのです（田中・田
中・岡本・村井，1980，p.4）。」「発達の基本概念の吟味がなく，心理学一般で用いられている概念
や刺激－反応理論で発達の認識ができるかのような風潮がありました。しかし，例えば結晶過程や
発生過程では，理論概念として極性軸を導入し，極性化過程を研究していました。もっと発達にお
ける合法則性を解明したい，と考えて，結晶過程などを参考に，発達過程に極性化過程という概念
を導入して迫ることから始めようとしたのです（田中，1996，p.7-8）。」以上のように，外部の刺激
に対する反応という単純な図式ではなく，外部からの刺激に反応する生体内部のメカニズムおよび
そのメカニズムの形成過程を問題にしようとしていた。

⑻　 「極性化」という用語から「操作」そして「可逆操作」へと変遷していった過程は，筆者の知る限り
詳しく分かっていない。精神作業過程測定装置から精神作業過程測定分析装置への発展が，当時の
技術的問題等で実現困難であったことを要因とする指摘がある（松島，2016）。なお，田中（1996）は，
1960 年代にいて「可逆操作」という表現を用い始めた頃，「はたして可逆操作でよいのか，フィー
ドバック・システムなど別の表現をしてみたりしています（p.14-15）」と言及している。翌年，当
時のことをより丁寧にふり返る中で，「可逆操作を再吟味する意味で『フィードバック操作特性の高
次化の階層』と題して検討を加えたただ 1度だけの方向だったのである（田中，1997/2011，p.803）」
と，1968 年 9 月に開催された「昭和 43 年度教員養成大学・学部教官研究集会（特殊教育）」の成果
報告書に「精神発達と教育課程」という原稿で検討したことが記載されている。当日配布資料には，
発達を「『全体に固有な基本的特質のすべてをそなえ，それ以上はこの統一性の生きた部分として分
解できない』関係単位として把握しなければならない（田中，1968b/2011，p.80）」とし，「そこで
なりたつ教育的人間関係をフィードバックシステムとして一般化する（田中，1968b/2011，p.80）」
と述べている。しかしながら，発表を経てまとめられた田中の原稿は本人に無断で報告書から省か
れてしまい手元にも残っていないという。

⑼　 1958 年頃には以下のような記述があることから，「自己形成視」という用語の初出は 1958 年から
1961 年にかけてと思われる。「かくして現在，人格形成の中核的な位置をしめる心理機能として『自
己発達視』の形成過程を把握している。ここに『自己発達視』とは自己客観視と同じような方向の
ひろがりをもつが，過去の自分と現在，更に未来という時間軸の関係における自己の発達的ひろが
りをよりつよく自己知覚する心理機能であり，自己客観視とくらべるとき，より主観的，自己展開
的で，精神薄弱児においては自己客観視を意味づける機能すらにもなっている（田中・森，1958/
2011，p.252）。」

⑽　 「近江学園年報」第 10 号（1963）において，県に提出する昭和 37 年度予算申請が掲載されている（執
筆の日付は 1962 年 7 月 17 日）。「精神薄弱児の特徴として把握されたものが，精神薄弱児の発達の
様式上の特徴であるのか，それとも性格類型上の特徴であるのかをはっきりさせる必要があります。
そのためには，正常児にこの新しい検査器具をもちいて調査をしてみる必要があります。（田中，
1963，p.36）」という記載があることからも確認できる。

⑾　 もう一つの登場箇所としては，「発達をおしすすめる中核機制を明らかにされていくというオーソ
ドックスな方向からの研究を続けていくことが，必然的に精神薄弱児の早期発見の技術の糸口を見
つけていくことにもなるのである。早期に発見するということは，子どもに対して打つ手がはやく
考えられるということと，親へのカウンセリングなどを通じて，少なくとも不当な扱いをあらかじ
めあけ，よい人間関係を築くということにもなって，その子どものよりよい成長・発達保障をねら
うことができるのである（田中，1961/2011，p.24）。」がある。この部分からも，一人ひとりに応じ
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た指導の意味合いを基本としていたことが分かる。
⑿　 改革案の本文には，「それ（『正義の原則』―引用者注）は決して対立することなく，むしろ補足し
合う二つの様相―すなわち平等と多様の様相―を示す。すべてのこどもたちは，その家庭的・社会
的・人種的出身がどうあろうとも，その人格を最大限に発達させる平等な権利をもつ。彼らはその
能力による制限以外の制限を受けてはならない。したがって，教育は万人に発達の平等な可能性を
提供し，万人に教養への到達の道を開き，『最も才能のあるもの』を民衆からへだててしまう選抜と
いう方法によるのではなく，国民全体の教養水準の絶えざる向上によって，みずから民主化されな
ければならない（国立国会図書館調査立法考査局，1960，p.51）。」との記載がある。

⒀　 「いわゆる複線型の現行制度に比べて極めて単純化されながら，その中に適正と能力に応じた発達を
保証するための『多様性』が含まれている。そして，このような多様性にみちた課程の設計を描く
に当たっては，とくに，現在の学校組織では『それぞれの系統の学校への進学が生徒の適性や能力
によって決定されるのではなく，その出身階層によってきまり，その結果，労働者・農民の子女で
高等教育へ進む者の割合が極めて低い』という実情が，強く考慮すべき点であるとされている。」（国
立国会図書館調査立法考査局，1960，p.20-21）という部分が，原田種雄氏が執筆した文章の中には
ある。ただし，改革案の本文中（翻訳）に「適正と能力に応じた発達を保証する」という文言は見
当たらない。

⒁　 当時の発達のとらえ方をうかがい知ることのできる記述として，「遅れかたのひどい子はひどい子な
りに，よりよいすがたに伸びることができる。欠陥をもった子どもはもったなりに，よりよいすが
たに伸びることができる。そこでは，他の子どもとの横の次元で相互に直接比較し，レッテルをは
ることはできないけれども，その子ども，その子どもなりの縦の次元でよりよいすがたかどうかを
評価することはできる。（田中，1961/2011，p.7）」があり，子ども一人ひとりがその子なりに縦へ
と伸びていく側面が強調されている。この時期，横断データに基づいて発達段階を明らかにしつつ
あった一方，同一発達段階内での「三つの願い」の変化なども含むE子さんへの事例研究も進めら
れ縦断的な実践の積み重ねが行われていた（田中，1964）。

⒂　 田中（1961/2011）では，「生活の流れを調整すること（p.12）」を「水路づけ（方向づけ）」，そして「そ
の子どもなりに水路づけられた流れが，グループの中で自分なりのしかたで力強く内面化され，意
味づけられようとしている（p.13）」ことを「局在づけ（節づけ）」と説明され，両者を含みこんだ
ものとして「枠づけ」という用語が用いられている。

⒃　 中村（2015）も指摘するように，指導方法の理念としての色合いの濃かった当初の「発達保障」か
ら発達を権利として徹底して保障しようとする「発達保障論」へと展開していくには，個人の発達
の系の解明に取り組む発達理論だけでは不十分であり，個人を取り巻く集団の系や社会の系をも含
む包括的な理論であることが要請される。その結果が 1960 年代半ばにおける「発達・差別・歴史」
という視点からの問題提起であった。実際，1960 年代半ば以降になると以下のような記述が登場し
てくる。「わたくしたちは発達保障という思想を，わたくしたち自身に必要なものとして生みだして
いくことができた。それは人間が自己実現の歴史のなかで，新しい権利をうちたてていかなければ
ならない歴史的義務をはたしていく一環として位置づく。社会保障や教育をさらに根底から成りた
たしめるためにうまれてきた権利保障の思想である。無告の子らはそこに人として生きる。（田中，
1965/1980，p.20）」「『障害者の権利を守り，発達を保障』していくことは，単に発達を保障してい
くことが技術レベルだけで問題になるのではなく，自分たちを解放していく運動として取り組まれ，
そして実現していかなければならないのだということを強く知りました（田中，1968a/2011，p.680）。」
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