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1．はじめに

　これまで発達的変化における連続・非連続的変
化の両面性についていくつか検討してきた。坪井

（2019） では主要な心理的支援における検討として
発達時期に応じた支援と切れ目のない支援とにつ
いて考察した。坪井 （2021） では、 大人になること
の難しさの面から、 VUCA な社会での生きづらさ
も含めて検討した。VUCA とは、それぞれのアル
ファベットが、 Volatility （激動）、 Uncertainty（不
確実）、 Complexity（複雑）、 Ambiguity（曖昧）
の頭文字を表しているものであり、最近では

「VUCA な世界を生き抜く力」が必要と言われて
いる。本稿では、発達的変化についてより全体的

にとらえるため生涯発達における獲得と喪失の面
から検討していく。まず発達的変化について述べ
ていくことにする。連続・非連続的変化の両面性
については引き続き主要なテーマとなるので、前
稿と少し重なるところもある。
　私たち人間は、時間の流れの中で日々の生活を
送っており、時間の流れの中で発達をたどってい
ると言える（子安　2011）。ただ漠然と時間が流
れているのではなく、そこにはさまざまな発達の
変化が生じている。その場合、比較的緩やかに積
み重ねていくような連続的な変化もあれば、急激
な飛躍的と言えるような非連続的な変化もみられ
る。これは、発達的変化を微視的にとらえている
か、巨視的にとらえているかといった相対的な尺
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度の問題とも言える。発達的変化における連続・
非連続の問題については、発達メカニズムの解明
のためにしばしば取り上げられている（例えば、
加 藤　2007、 木 下 2017、 や ま だ　2011、 矢 野　
1995）。この場合、時間の流れの中における一人
の人間としての発達プロセスなのだから連続的変
化のみでとらえていく考え方もある。しかしなが
ら、実際には発達的変化を含む種々の発達現象は
連続的にも非連続的にもみることができ、どちら
を重視するかは「観点」の置き方による。どちら
かにより重きを置くことはあっても、どちらか一
方のみが正しいとは言い難く、発達的変化におけ
る連続・非連続については、その両面性、あるい
は同時に視野に入れてとらえることが求められ
る。人の一生涯のプロセスはいくつかの発達段階
に分けられるが、各段階の移行期について留意す
る必要がある。例えば、乳児期から幼児期にかけ
ての移行期、幼児期から学童期にかけての移行期
である。この場合、同じ段階内では比較的緩やか
な連続的変化に基づいたものになるが、段階と段
階との移行期であれば飛躍的な変化がみられる。
この発達段階の移行期は、時間の流れにおける
折々の節目とも言え、節目を持った竹のイメージ
とも重なるところがあるかもしれない。
　そこで、本稿ではまず、発達的変化からみた連
続・非連続について発達段階から簡単にまとめた
あと、生涯発達に広げて検討する。具体的には、
生涯発達からみた連続・非連続の問題、認知機能
における生涯発達、獲得と喪失の問題について取
り上げる。併せて生涯発達をよりよく生きるため
の課題として心の健康教育の面からも考えてい
く。さらには、これらのことが主要な心理的支援
の分野においてどのようなアプローチが可能かに
ついて検討していくことにする。

2．発達的変化からみた連続・非連続

　発達段階については、発達心理学の中核的な概
念であり、根本的な問題も含めしばしば議論が展
開されている（例えば、麻生　加藤　2011 など）。

また、発達段階の問題は発達区分の必要性にもつ
ながり、これについてはヒトに限らず他の生物に
も広げた検討もみられる。例えば昆虫の場合、幼
虫からさなぎ、そして成虫としての蝶として羽ば
たいていく場合はその発達区分を歴然とした区分
としてみることができ、発達段階をとる。他方、
魚の体長（長さ）を基準としていくつかの発達区
分を用いている場合もあるが、この場合にはその
区分を区別して取り上げる理由は明確ではないと
している（例えば、柏木　1972）。このように、
発達段階では区分することの必要性（必然性）が
求められており、この面においては非連続的な変
化に焦点が挙げられていることになる。その一方
で、このような発達段階については、矢野（1995）
ではその連続・非連続の両面をもち継起的につな
がっていることを示している。
　このような中で、いくつかの代表的な発達段階
から、環境との相互作用を通して個体が環境に順
応していくプロセスから連続・非連続的変化につ
いてみていくこともできる（鈴木　2016a）。例え
ばピアジェの発達段階では、各発達段階の移行に
ついて同化と調節から、環境との相互作用を通し
ての不均衡から均衡へと移行する暫定的バランス
の考えにつなげている。また、エリクソンの発達
段階では、各段階で求められている課題におい
て、自己の欲求と社会とのかかわりの中での折り
合いから暫時的なバランスをとりながら不均衡か
ら均衡への変化をたどっていくとしている。両者
の共通点としては、人間が発達途上で新しい経験
をするときには、それまでの知識や自己の在り方
では簡単に乗り切ることが難しく、葛藤が生じ
る。それを乗り越えることで知識や自己が更新さ
れ、発達が進むことになる。このことは、発達段
階において非連続的変化としては質的変化の性質
をもちつつ、前段階のものを引き継いでいるとい
う面から、連続・非連続の両面性を示していると
言える。
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3．生涯発達について

⑴　生涯発達からみた連続・非連続の問題
　生涯発達とは、生まれてから死ぬまでの生涯を
通しての人の心的な変化と位置づけることができ
る。発達心理学においても寿命が長くなったこと
等により、生涯発達のスパンで考えられるように
なった（西村　2018、佐藤ほか 2014、鈴木ほか　
2016、内田 2016）。
　そこでは、青年期以降、成人期、老年期も含め
た生涯発達の考えが重要となっている。生涯発達
に関する主なモデルとしてはいくつか挙げられ
る。例えば、子どもから大人になるまでの獲得や
成長を主に考えていく「成長」モデル、以前の機
能が基盤になり生涯を通して発達しつづける安定
性と一貫性を重視する「熟達」モデル、複数の機
能を同時に考えてある機能を喪失し別の機能が成
熟すると考える「成熟」モデルなどがある（やま
だ　1995、2011 等）。これら生涯発達に関するモ
デルではさまざまな問題が取り上げられている
が、特に生涯発達の後半の時期を考えた場合、諸
機能の獲得と喪失が主要な問題となり、心理的支
援の場においても重要な問題となると考えられ
る。さまざまな機能について考える必要がある
が、環境からの情報をどのように取り入れている
のかといった基本的な心理的機能とされている認
知機能の面から考えていくことにする。

⑵　認知機能における生涯発達
　認知機能における生涯発達を考える際の基本的
枠組みとして流動性知能と結晶性知能が挙げられ
る。流動性知能とは、新しい環境への適応に必要
な関係把握や推論の知的能力（パターン認知な
ど）であり、結晶性知能とは主に言語や文化を媒
介とした学習より培われる知識や判断力を指す。
前者は成人期以降、加齢とともにある程度の衰退
がみられ、後者は加齢が進んでも維持がみられ
る。
　特に、この結晶性知能については知恵（wis-

dom）としてとらえられることもある（春日ほか　
2018、高山　1997）。知恵とは「人生にかかわる
重要なことだが不確定なことがらへの良き判断」
であり、「人間の発達や人生に関することへの類
いまれなる洞察。特に人生上の困難な課題に対す
る、適切な判断やアドバイスや見解」など多様な
定義が見られる。春日（2018）によれば、知恵に
ついて、一般的には知恵の有り無しといった非連
続的なとらえ方がなされることが多いが、知恵の
測定となると高い低いといった連続的なとらえ方
がなされることが多いため、両者を整理していく
ことが必要とされている。
　このような流動性知能と結晶性知能のように、
衰退している機能もあれば、維持されている機能
もあるので、それらを適切に調整していくことが
大切となる。この場合、SOC 理論が代表例とな
る（バルテス　1987（鈴木忠訳　1993））。SOC
の S は selection で 「選択」 を、 O は optimization
で「最適化」を、C は compensation で「補償」
を意味する。もう少し詳しく述べると以下の通り
である。S（選択）は、利用可能な時間や労力な
どの資源が有限であることを自覚し、維持された
能力をもとにした振り分けや選択を指す。O（最
適化）は、選択した領域や能力に資源（時間や労
力）を配分して、それまでとは変わらない行動を
維持することである。C（補償）は、自力で資源
の低下に対処できない場合、補助器具を使ったり
他者に頼ったりすることで不足分を補うことであ
る。この場合、自身の認知能力をどのようにとら
えているのかといったメタ認知も関係してくる。
いずれにせよ、生活上のさまざまな場面において
これらを有効に活用していくことが重要となる。

⑶　獲得と喪失の問題
　生涯発達については獲得と喪失の問題が主要な
ものの 1 つとなる（細川・細川　2006）。この獲
得と喪失の問題はしばしば成長と衰退の問題とし
ても取り上げられる。本稿の内容と関連させる
と、成長と衰退は連続的変化と対応させて考える
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ことができ、獲得と喪失は非連続的変化と対応さ
せて考えることができる。言葉の辞書的な意味で
もこのことが窺われるので以下に簡単に紹介して
いく（いずれも、新村（2018）から引用し、各項
目の冒頭に記されている部分を引用してある）。

「獲得」は「手に入れること、得ること」、「喪失」
は「なくすこと。失うこと」と記されており、有
るか無いかといった非連続的な質的変化がみられ
ると言える。それに対し、「成長」は「育って大
きくなること」、「衰退」は「衰えてくずれるこ
と」と記されてあり、どちらかと言えば連続的な
時系列的な変化を見ることができる。また、関連
して「維持」については、「物事をそのままの状
態で持ち続けること」と記されており、これは成
長や衰退のような変化が見られないそのままの状
態が続いている様子が示されている。
　これらのことを踏まえて、喪失や衰退の意味づ
けについて少し考えていく。これらはしばしばネ
ガティブな印象や消極的な意味が付されることも
少なくないが、これについて再考しているものも
みられる。たとえば、喪失の意義については、次
のような観点から検討している（やまだ　1995）。

「ない」という概念の形成と「なくなる」という
認知、なくなり方の重要性、行動や言語の消失過
程への注目、一貫性をもつ人間像から非一貫的な
人間像へ、記憶における忘却の意義（忘れ方、忘
れることへの効用の研究）、愛着における喪失の
意義、などである。停滞について何も「しない」
ことへの意義や時を待つという発達的意義も考え
られる。
　生涯発達心理学の代表的な研究者であるバルテ
スは、生涯発達については獲得と喪失の同時進行
を軸として考えていた。そこでは、生涯発達を獲
得と喪失、あるいは成長と衰退の混在したダイナ
ミクスとしてとらえているとされている。成人期
以降に無条件に知能が低下するという悲観論とと
もに、成人期以降も十分に知能は上昇するという
安易な楽観論に対しても警戒をしている。どちら
かではなく、混在しているということになる。こ

のように、楽観論も悲観論をも超えた調整的視点
がみられることが必要となる（堀　2009）。

4．心の健康教育と生涯発達

⑴　心の健康教育とは
　以上、生涯発達について述べたが、実際には人
がその生涯をよりよく生きることが大切な課題と
なる。そのためには、一人ひとりが心の健康につ
いて考えていくことが大切となる。そこで、次に
心の健康教育について取り上げていくことにす
る。まず、健康そのものについてであるが、世界
保健機構（WHO）は、健康について従来は疾病
を治すという医学モデルに基づいたものであった
が、近年では生物－心理－社会モデルからの主観
的幸福感（ウェルビーイング）の問題から示され
ている。そのような考えからすると、何か症状が
生じてから対応するのではなく、予防の意味をこ
めて健康教育を行ったり、疾病が無い状態で満足
するのではなく、より快適で豊かな健康な状態を
目指すことも肝要となる。その意味で、健康教育
の必要性はますます増大するが、心の健康面では
より一層その重要性が示されていると言える（松
本・宮崎　2019）。
　心の健康については、第一次支援は予防の意味
も含めた支援となる、第二次支援は早期発見・早
期支援のもと深刻化しないようするための支援と
なる。第三次支援は症状などの軽減化につとめる
支援となる。最近では、認知行動療法に発展して
いるものもみられる。

⑵　心の健康教育と生涯発達
　「健康日本 21」では、心理面の位置づけ、すな
わち心の健康やそれに対する生涯発達ライフサイ
クルについても取り上げている。具体的には、生
涯発達を幼年期、少年期、青年期、壮年期、中年
期、高年（老年）期の 6 つの段階に分けている

（健康日本 21　2000）。まず、幼年期と少年期は
家族の保護下で、基本的な健康観を受容、形成す
るとともに、生活習慣のもとが形づくられる時期
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であり、家庭や学校を通しての影響が大きい。青
年期の前・中期は思春期といわれ、成長ととも
に、家族の影響が薄れ、学校教育の影響が強くな
り、さらに友人関係やメディアの影響が強く表れ
る。いわゆる反抗期にあたる時期となるが、友人
のネットワークが本人にとっても重要と言える。
壮年期の前・中期は家庭を持ち、子育てをする時
期にあたる。子どもの健康を通して再び健康につ
いて考える機会となる。また、ここで形成される
ネットワークが次の段階の資源として重要とな
る。中年期以降は親の介護や自らの老後に向けて
健康を考えなおす時期で、マスメディアや身近な
ネットワークが影響を及ぼすと言える。
　生涯発達の面から考えた場合、実際にはさまざ
まな制約が生活の面でみられる。その意味でも、
具体的には維持されている知的能力を活用する方
向での支援の方法を検討していくことになる。心
の健康教育を考える上で生涯発達の観点は欠かせ
ないと言えるだろう。

5．�各分野の心理的支援における「獲得と
喪失」の問題

　以上、生涯発達について獲得と喪失の問題を中
心に概観したが、次に主要な心理的支援の場にお
いてどのように適用できるのかについて考えてい
く。ここでは主要な心理的支援の場として心理職
の国家資格である公認心理師における 5 分野から
考えていく。具体的には、保健医療分野、福祉分
野、教育分野、司法・犯罪分野、産業・労働分野
について取り上げる。筆者は各分野についての知
識や臨床経験はもとより不充分であるので、あく
までも生涯発達の変化における獲得と喪失の問題
を切り口としたものに限定して述べる。各分野の
心 理 的 支 援 の 概 要 に つ い て は、 津 川・ 江 口

（2019）、片岡・米田（2019）、増田（2019）、生島
（2019）、平木・松本（2019）、野島（2017）、子
安・丹野（2019）、野島（2018）、公認心理師協会

（2021）等を参考にまとめた。今回は心理的支援
の中でも前述した心の健康教育の面からも検討し

ていく。これらのことにより、それぞれの人々の
生涯発達における獲得と喪失の問題について検討
することも可能となる。それぞれの分野の概要を
述べた後、各分野における生涯発達の獲得と喪失
の問題がどのようにかかわってくるのか、連続・
非連続の両面性の問題とも関連させながら考えて
いくことにする。

⑴　保健医療分野における獲得と喪失の問題
　保健医療分野については、主に病に罹った人へ
の治療の営みである医療分野と、病に罹らないよ
う予防を含め健康を保つ営みである保健分野とか
らなっている。
　心と身体の健康づくりが主な問題となるが、実
際には身体的機能が衰えていくことがみられる。
特に感覚機能等の低下が比較的顕著に表れる。視
覚や聴覚機能の衰えは生活に密接に影響する。味
覚や嗅覚はそれに比べ生活の面では分かりにくい
が、生命維持にとって大切な感覚である。触覚に
ついては慢性疼痛が問題となり、皮膚の痛覚の鈍
感化や内臓の敏感化もみられる（増本　2014）。
喪失されるものを受け入れつつ、維持されている
働きを十分に活用していくことが肝要である。前
述の SOC の考えともつながっていく。その際、
衰退されるものが連続的なのか非連続的なのかに
よっても支援のありようが変わってくる。その他
の身体機能についても同様に考えることでき、心
理的な働きも密接に関連することになる。

⑵　福祉分野における獲得と喪失の問題
　福祉については、一人ひとりにとってより豊か
な生活を送ることができるための方策に焦点が当
てられている。福祉分野については、人々は生活
の豊かさや幸福のために自ら努力していくが、さ
まざまな事情のために自力ではそれを実行できな
い状況に対して、そのような人たちの生活の豊か
さや幸福を支援していく分野と言える。いわゆる
権利擁護と自立支援の問題を考えていくことにな
り、生活への支援となる。
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　福祉の分野では児童福祉、障害者福祉、高齢者
福祉など領域が幅広いが、認知機能の生涯発達に
おける獲得と喪失に関連するものとして、高齢者
支援のなかの認知症に関する問題が挙げられる

（中島　2018）。これは現代社会においても喫緊の
課題とされているものである。前述の結晶性知能
と流動性知能、SOC など多岐に渡って関連して
くる。そこでは、衰退している機能と維持してい
る機能のうち、維持している機能をどのように充
実させていくか、当人にとっても周囲の人々に
とっても大切な問題となる（鈴木　2016b）。
　心の健康教育のプログラムとしても、福祉分野
では子育て支援、虐待予防プログラム、DV 予防、
ペアレントトレーニングなど様々なものがある

（松本・宮崎　2019）。その中において認知症に関
するプログラムも地域社会を中心に企画されてい
る現状がみられる。

⑶　教育分野における獲得と喪失の問題
　教育分野では、主に子ども達の学習面や行動面
に関する理解と支援が主要なテーマとなる。この
ように教育分野は学校教育が中心となるが、生涯
教育のなかでの学びについても今後さらに重要に
なると考える。実際、大学においては高齢者も含
め成人期以降の社会人の学生も増えてきている。
この場合、新しいことを学ぶのが学習だが、学習
者自身の認知機能の維持と衰退の状況を踏まえ
て、その人に合った学習を考えることが大切とな
る。現代社会では、高齢者も含め個人や社会の
ニーズに応じた学習機会が提供され、ひとり一人
が生き生きと自己実現を図りながら生涯にわたる
学習を展開していくことが大切となる。その際
に、堀（2009）の最後の部分に述べられている

「（中略）…脆弱性に彩られた人生の時期において
こそポジティヴィティを追求するという勇気」と
いったことを基に取り組んでいくことが望まれよ
う。
　再チャレンジでの学びの場や熟達化をはじめ、
移行期への支援と連続・非連続の発達的変化など

生涯発達における獲得と喪失に関する問題が多く
含まれていると言える。

⑷　司法・犯罪分野における獲得と喪失の問題
　司法・犯罪分野では、犯罪・非行のほか家事領
域における心理的支援などがあるが、ここでは、
犯罪防止について獲得と喪失の問題についてみて
いく。
　生涯発達の面からみていく場合、高齢者犯罪を
めぐる深刻な情勢と対処の重要性が指摘されてい
る（法務省　2018、越智　2018）。福祉的支援を
必要とする高齢者犯罪への対策については一定の
成果が見られ、今後も更に継続・発展させていく
ことが重要である。その一方で、福祉的支援の対
象となっていない高齢者犯罪が、再犯を繰り返し
ている実情も示されている。
　実際には、犯罪防止には認知機能がさまざまな
形で関わっているといえるが、犯罪予防や再犯防
止について獲得と喪失の考えがどのように活用で
きるか問題となってきている。すでに述べた流動
性知能や結晶性知能の問題のみならず、メタ認知
などの自己調整、見通す力も大きく関わってく
る。このような中で、それぞれの認知機能の維持
や衰退が連続的変化をたどっているのか、非連続
的変化をたどっているのかが問題となる。認知機
能の面から犯罪防止について言及しているものも
みられる（大江、亀田　2015、越智　2018 等）。
　また、実際には、再犯防止プログラムをはじめ
とする心の健康教育プログラムが設けられてい
る。特に高齢者が参加するものである場合には上
記の視点がより必要と考える。

⑸　産業・労働分野における獲得と喪失の問題
　産業・労働分野については「働くこと」への心
理的支援が基本的な問題となる。産業領域では、
主に組織内外の健康管理・相談、労働領域では障
害者を含む就労支援やキャリア支援を取り上げて
いる。そこでは、働く個人とその組織に対して主
にメンタルヘルスやキャリア支援を行っていき、
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個人と組織が共通の目標に向かって共に成長して
いく姿を目指している。主要な支援の場として
は、企業を始めとするそれぞれの職場になるが、
ハローワークなどでも活動されている。臨床的な
働きかけだけでなく、リーダーシップやモチベー
ション等の組織における人々の行動や職場環境も
検討の対象となる。 
　年齢が増すにつれて熟達化が進むが、その反
面、感覚機能や流動性知能の面は衰えをみせる。
SOC をはじめ衰退したものを補い、結晶性知能
の面では熟達化が進んでいるものをどのように活
かしていくのかが大切となる（佐藤　2014）。こ
の両者のバランスをうまく調整していくことにな
る。
　また、産業・労働分野における心の健康教育に
ついては、ライフキャリアとして、EAP リワー
クプログラムなどがあるが、上記のような生涯発
達のことを考慮したプログラムを展開することが
求められる。

6．おわりに

　それぞれの分野において生涯発達における獲得
と喪失について述べた。各分野で取り上げたもの
は性質の異なるものであるが、いずれも発達的変
化における連続・非連続の両面性の問題がかか
わっていることが示された。ただ、連続・非連続
の両面性についてはまだ十分に検討したとは言え
ない。喪失や衰退の持つ意味についても、さらに
詳しく検討する必要があると言える。
　今後の課題としては、前稿と同様、発達的変化
のメカニズムの面からより精緻化して考えていく
とともに、それぞれの連続的あるいは非連続的変
化を考慮した上で、ひとり一人の支援を考えるこ
とが挙げられる。併せて、前稿（坪井　2021）で
も述べた「VUCA な世界を生き抜く」ことが求
められる現代社会ではかなり困難な問題も多い。
これについて生涯発達の面から検討していくこと
も必要となる。この場合、各発達段階の特性を反
映させるだけでなく、それぞれの移行期も考えて

いくことになる。その意味で連続・非連続の両面
性の面からとらえていくことが必要になる。更に
は VUCA な世界（社会）ということで、おそら
く多くの人々が戸惑いを感じていることと思われ
る。高齢者の方は戸惑いがより一層見られるので
はないかと考えられる。心の健康教育のアプロー
チがそれぞれの分野においてますます必要性が高
まると言えよう。
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