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わたしたちは，人のからだの際で起こっている
できごとの流れに敏感である。

では，人のからだとその動きは，その他のモノ
と，いったいどのようにちがうのだろうか。わた
したちがそこに豊かな意味を見てとるとき，わた
したちが見分けているものとは，いったいなんな
のだろう。そもそも，そこに「からだ」がある，
ということは，わたしたちの活動や知覚に，いっ
たいなにをもたらすのだろう。

こんな漠然とした問いを念頭に置きつつ，前回
は，「歩くからだ」について考えはじめた。「からだ」
について考えはじめたのだけれど，そこで浮かび
上がってきたのは，いかに「歩くからだ」の成立
が，からだの「まわり」で起こっているできごと
と分かちがたく結びついているかということだっ
た。「からだが生まれてくるところ」には，バラ
ンスを崩すとからだを引っ張って転倒させる重力
があり，自分のふるまいにある特定の仕方で応答
して見せる他の人々がいる。「歩くからだ」の出
現は，当初は「歩けない」わたしが，こんな独特
のところに生まれ落ち，参加していくプロセスと
いう一側面をもっている。

今回は，もう少し，身近な日常から考えてみた
い。たとえば，「歩くからだ」を，風のように，

具体的な場で浮かび上がる「現象」として捉えて
みるとどうなるだろう。

I　「歩くからだ」の登場場面

「パンチドランク・ラブ」というアメリカ映画に，
こんな場面があった。

アダム・サンドラー扮する独身男が，フィリッ
プ・シーモア・ホフマン扮するゆすり屋と電話を
している。自分の弱みにつけ込んでゆすり屋が繰
り返す恐喝をなんとかやめさせようと，受話器を
片手に落ち着かない様子で行ったり来たり歩きな
がら，必死で電話越しにまくしたてる男。それに
応対しながら，受話器を片手に，おなじく左右に
歩きながらだんだんと激昂していくゆすり屋。そ
んな状況を，電話をしながら歩く 2 人を追いかけ
て左右に大きく振れるカメラの映像が映しだして
いる。

この場面を観ると，語り口のせいもあるけれ
ど，ごく自然に緊迫した状況が見てとれる。けれ
ども，よくよく考えてみると不思議である。そも
そも，いったいどうして彼らは歩いているのだろ
う。いったいどうして，目的地もなく振り子のよ
うに行ったり来たりする歩くからだを見て，わた
したちは不自然に思うどころか，自然と状況を察
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してしまうのだろう。いったいなぜ，この映画の
作り手は，電話による会話という状況を映し出す
のに，2 人の話者に歩かせ，なおかつ 2 人の歩く
からだをことさら強調するような撮り方を選択し
たのだろう。
「歩くからだ」はいつ，どんなところに姿を現

すのか。そしてそこにわたしたちが何を見てとる
のか。これらのことに関する映画の作り手の知識
に感心しつつ，ふと小学 2 年生の子どもが最近ハ
マっている『ドラえもん』をぱらぱらとめくって，

「歩くからだ」を探してみた。すると，未来に帰っ
てしまったドラえもんが再び帰ってくるのを期待
して待っているのび太が，部屋の中であてどなく
歩いていた（図 1）。

気になったのでよく見てみると，この「帰って
きたドラえもん」という一話の中で，のび太の「歩
くからだ」が描かれているコマは，ある場所から
別の場所（たとえば空き地から自宅の部屋）へと
移動する場面（10 コマ），他者（ジャイアン，ス
ネ夫，ママ）に向かう場面（5 コマ），室内の回遊（1
コマ）の計 16 コマだった。あたりまえだと笑わ
れそうだが，のび太の「歩くからだ」はいつどこ
にでも姿を現すというわけではない。それが現れ
る場面は，比較的少数のヴァリエーションへと分
類できそうだ。

わたしたちの日常生活ではどうだろう。「歩く
からだ」は，いつ，どこに現れ，それはどのよう
な意味をもっているだろうか。

II　あかちゃんが歩きはじめるところ

たとえば，あかちゃんが歩きはじめるとき，「歩
くからだ」が姿を見せるのは，いったいどんなと
ころだろう。

この問いについて，東京大学の西尾たちは具体
的に検証している（西尾・青山・佐々木，2015）。
彼らが行ったのは，『動くあかちゃん事典』（佐々
木，2008）制作のために集められた 1 名の乳児の
日常生活をとらえた動画から，ひとりで歩きはじ
めてから 3 カ月のあいだに 108 の「歩くからだ」

が姿を現した状況とその発達的変化を，逐一記述
してみることだった。

歩きはじめの 3 カ月を通じて，立っているとこ
ろから歩きはじめるとき，あかちゃんはテレビや
棚などに手をかけた状態から，からだを反転して
歩きはじめることが多かった。一方，床に座って
いる状態から立って歩きはじめるとき，あかちゃ
んは，ぬいぐるみなど，いろいろなモノを手に持っ
て歩きはじめることが多い。そして，多くの歩行
は部屋の周辺で終わっていて，なにかに手を伸ば
したり，なにかに近寄ってよく見たりするなどの
行為へと，しばしば切れ目なくつながっていた。
しかし一方で，到達目標がはっきりしない歩行の
中断も多く見られ，しばしば部屋の真ん中で立ち
止まったり，しばらく立ちすくんだあとにしゃが
んで別のことをしはじめたりすることも多々あっ
た（西尾・青山・佐々木，2015）。

時期ごとに見てみると，最初はテレビや棚と
いった場所から，おなじ部屋のなかの別の場所へ
といたるあかちゃんの「歩くからだ」が多く見ら
れた。これに対して，歩きはじめて 50 日頃（図
2（4））になると，大きく蛇行して 8 の字を描く
ような，まっすぐ目標に向けて進むのとは異なっ
たあかちゃんの歩き方が目につくようになる。や
がて，ひとつの部屋のなかにとどまっていたあか
ちゃんの「歩くからだ」は，だんだんと部屋の区
切りを越えはじめ，ときには，あたかも到達を回
避するような，歩くことそのものを持続させるあ
かちゃんの歩行経路が見られることもあった（図

図 1　ドラえもんの帰りを部屋で待つのび太
（「帰ってきたドラえもん」『ドラえもん』第 7 巻（小学館）より）
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2（6））。
おなじ家に住んでいる大人の「歩くからだ」が

どこで見られたのかは，西尾たちの報告には記さ
れていない。けれども，たぶん大人は，こんなふ
うには歩かない気がする。おなじ家のなかでも，
変化する子どもの「歩くからだ」は，そのときど
きで，大人とはちがった独自の道を切り拓いてい
るように見える。

III　「移動するからだ」の変化

次に，もう少しさかのぼって，「歩くからだ」
の登場以前のことについて考えてみたい。

前回，わたしたちは歩きながら生まれてくるわ
けではない，と述べた。「歩くからだ」が出現す
る前に，わたしたちの多くはハイハイで移動した
経験をもっている。わたしたちのからだは，おた
まじゃくしからカエルへと変態するようには，解
剖学的構造が大きく変わるわけではない。それに
もかかわらず，あかちゃんのとき，わたしたちの

「移動するからだ」は劇的な変化を遂げる。
ハイハイで縦横無尽に動きまわっているあか

ちゃんが，あるとき，わざわざ立ち上がって「歩
く」ようになるのはなぜなのか。ニューヨーク大
学の発達心理学者アドルフを中心とする研究グ
ループは，こんな問いについて調べている。彼ら
は，ハイハイをしているあかちゃんの観察をして
いて，あることに気がついた（Soska, Robinson 
& Adolph, 2015）。

ハイハイをするあかちゃんは，ちょっと移動し
ては，しばしばハイハイを長く中断する。彼らが
実験室と家庭でそれぞれ 20 人ずつのあかちゃん
を観察したところ，ハイハイの持続時間は平均す
るとだいたい 3 秒くらいで，停止の頻度は，ハイ
ハイの経験や熟達，時間帯や疲労とはあまり関係
がないようだった。しばらく停止すると，あかちゃ
んはふたたびハイハイをはじめ，また停止するこ
とを繰り返す。もちろん，あかちゃんがずっとハ
イハイしつづけるわけではないのはあたりまえな
ので，ここまでは，さほど不思議な話ではない。

彼らがあらためて注目したのは，こうした断続
的なハイハイにともなって，あかちゃんと環境と
のあいだで自然に起こっているさまざまなできご
との組み合わせだった。たとえば，あかちゃんが
ハイハイを中断するときには，歩いている人が立
ち止まるときのように，それまでとおなじ姿勢の
ままでとどまっているわけではない。たいていの
場合，あかちゃんは手をついた状態からからだを
起こして，お尻を床につけて座るかたちで姿勢を
転換する。彼らの観察では，あかちゃんはハイハ
イの合間に膝をついて座ったり，足を前に出して
座ったりしていた。

図 2　あかちゃんの歩く経路の発達的変化
（西尾・青山・佐々木（2015）より）
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より頻繁に見られた足を前に投げ出す姿勢転換
場面をよく見てみると，あかちゃんがハイハイし
ていた方向と，中断して座ったときのからだの方
向が，なぜか，たいてい 90 度近く大きくずれて
いる（図 3a）。どうも，ハイハイから足を前に出
して座りなおすときに，自然とあかちゃんのから
だが向きが変わってしまうようだった。そして，
しばらくしてハイハイを再開するときにも，ふた
たびからだが向かっている方向が大きく変わって
いた（Soska, Robinson & Adolph, 2015）。

ハイハイを中断してからだを起こして座る場面
はかなり頻繁に見られ，彼らがおこなった 40 人
の観察では，平均すると，ハイハイ 1 分につき 7
回程度だった。この時期の子どもは，遊びのなか
で 2 割くらいの時間をハイハイしているという
データ（Adolph et al., 2012）とあわせて考えると，
あかちゃんが毎日，ハイハイしてはからだを起こ
して座って，ということを繰り返す回数は，何百
回にもなるだろう。「燃費」のような観点から見
ると，これはずいぶんと無駄が多い。しかしそん
な理屈はよそに，ハイハイによる移動と，からだ
を起こした座位による停止，そして方向の転換と
いう一連のできごとの組み合わせによって，頻繁

に方向転換をともなう間欠的な前進というあか
ちゃんの独特の移動パターンが，実際に環境内に
具現している。そして，この独特なあかちゃんの
移動パターンは，家庭でも，はじめて接する遊び
場でも，変わらずに見ることができた。

では，こうした一連の活動を通して，あかちゃ
んはなにを経験しているのだろう。あかちゃんが
ハイハイをしながら頻繁にからだを立てて座ると
ころをみると，ハイハイをして移動することと，
からだを立てて座ることは，何かしら意味のある
ひとつのまとまりをつくっているのかもしれな
い。彼らがひとつの可能性として挙げるのは，あ
かちゃんがまわりを「眺めてまわる」という意味
である（Soska, Robinson & Adolph, 2015）。おな
じグループの別の研究では，母親がいる遊び場で
あかちゃんが遊んでいるとき，ハイハイをした状
態では，あかちゃんの視野の多くを付近の床面が
占めていて，母親の顔やオモチャが見えている時
間は全体の 5 割程度だった（図 3b）。一方，おな
じ月齢でも，からだを立てて歩いているあかちゃ
んの視界には，ほぼつねに母親の顔や身のまわり
のオモチャが見えていた（Kretch, Franchak & 
Adolph, 2014）。ハイハイをしているとき，脊柱

図 3　（a）ハイハイから座るときのからだの向きの変化の度数分布図（側方への変化は左右まとめて表示している）（Soska 
et al., 2015 より）／（b）ハイハイをしているときの視野と歩いているときの視野（Kretch, Franchak & Adolph, 2014 より）

（a）

（b）
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は地面と平行に近く，あかちゃんが頭を上に挙げ
て首をうしろに反らせるには限度がある。からだ
のつくりの事情から，あかちゃんがハイハイをし
ているときと座っているときとでは，まわりの見
え方は大きく異なるだろう。ハイハイから足を前
に出して座るときに，からだの向きが変わってし
まうのは，もしかしたら単に両足をいっぺんにか
らだの前に出して座ることが難しいだけかもしれ
ない。けれども，ハイハイと座ることが組み合わ
さって生まれている間欠的な方向転換をともなう
移動パターンが，結果として，まわりの世界を見
まわし，眺めて知ることに一役買っている可能性
はある。

これらのできごとが結びつくことでもたらされ
る，まわりを「見て知る」経験の広がりと，まわ
りを見て知るためのさらなる探索の機会を求め
ようとする流れは，「歩くからだ」の出現へとい
たる子どもの発達的変化の流れと無縁ではない，
というのがアドルフたちのひとつの仮説である

（Kretch, Franchak & Adolph, 2014）。「見て」「知
る」活動が，一見まったく異なるかたちをとる「移
動するからだ」をつらぬいて結んでいる，という
わけだ。

IV　歩く「わたし」

前回，わたしが歩くとき，そこには，前進に利
用できる地上環境をつらぬく重力や，ある集団の
なかで「なにが適切か」といった規範のような，
それが向かうところの価値の側面が映っているこ
とを見た。

でも，「歩くわたし」とまわりの「環境」とを
つなぐものはなんなのだろう。

わたしが環境内のある場所から別の場所に移動
し，重力を使って地面に対して前進するとき，「歩
くわたし」と環境との相対的な関係について知ら
せるものとして，いったいなにがあるだろう。あ
るいは，他者の集団のなかに置かれたわたしの「歩
くわたし」が当の集団内で適切なものかどうかを
知らせるものとして，なにがあるだろう。

「移動するわたし」と「環境」とをつなぐもの
については，知覚心理学者の J・J・ギブソンが，
たびたび論じている（e.g., Gibson, 1958, 1979）。

ギブソンはまず，わたしたちが暮らす環境につ
いて考える（Gibson, 1979）。環境内には，ふたつ
としておなじ場所はない。たとえば，あかちゃん
がつかまって立ち，歩きはじめる棚がある場所は，
台所という場所のなかにあって，台所のなかの他
の場所と持続する隣接関係をもっていて，さらに
台所はあかちゃんが暮らす家のなかにある。均質
な「空間」内の「点」とはちがって，わたしたち
が生活するどの場所も，ほかとは異なる特別なと
ころであって，それが入れ子になったまわりとの
関係には，その場所に固有のコントラストがある。

そのことを「見せて」くれるものに，光の配列
がある。

空気中で顔をいろいろなところに向けてみる
と，顔の向きに応じて，異なる景色が見える。真っ
暗闇や霧のなかでもないかぎり，空気中のさまざ
まな観察点を包囲する光の配列には，まわりにあ
る地面や物の表面の構造に依存して，方向によっ
てその強度や波長が相対的にことなる，その観察
点に固有の差異の構造が存在する。

たとえば野外では，包囲光配列は，まず地平線
を境に，空と地面のふたつの半球に分けられる。
さらに下方の地面と対応する半球には，山脈，峡
谷，木，葉，葉脈といった異なるサイズの構成要
素と対応する配列が入れ子になって階層をなして
いる。

わたしたちが歩いて移動することは，環境内の
ある場所から，別の場所へと行くことにほかなら
ない。そのことはすなわち，つかまって立つと
いったある独特な活動の機会をもたらす固有の場
所から，隣接する固有の経路を通って，別の固有
の場所へと歩いていったり，そこから離れたり，
蛇行したりすることである。環境内を歩くからだ
が占める観察点の移動にともなって，場所に対応
した固有の構造をもつ，空気中の観察点をとりま
く光の配列には，その移動の経路に固有の，光の
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配列構造のシステマティックな変換が生まれる
（Gibson, 1958）。

この事実は，歩く「わたし」が占めている観察
点と，「わたし」がとった経路が「見える」とい
うことを意味している。

鏡もないのに「わたし」が見えるというのは，
奇異に響くかもしれない。でも，それは，単に次
のことを意味しているのにすぎない。今，ここか
ら見えているものは，わたしの頭が環境内で現に
占めている観察点と正確に対応している。それゆ
えに，わたしがどちらを向いているか，立ってい
るか，座っているか，車でスピードを出しすぎて
いるかどうかは，「見えるもの」が特定している。
わたしが友達に向かって歩くとき，友達の衣服や
皮膚の表面の構造と対応する光の配列は，だんだ
んと拡大していく（図 4）。その拡大の仕方をコ
ントロールすることで，わたしは友達に衝突せず
に，そばへと歩み寄ることができる。

ギブソンは，移動するわたしを包む光の配列の
変換パターンが，移動する「わたし」を環境とつ
ないでいることを見出す。空気中のそれぞれの観
察点を包囲する，潜在的に検知可能な光の配列の
さまざまなスケールの構造は，ある場所に近づい
たり，環境内の表面との関係をコントロールする
ことに使うことができる（Warren et al., 2001）。

それと同時に，観察点を包囲する光の配列の構
造とその変化には，見ることのできない「内なる
わたし」の代わりに，今ここを現に占めている，
見ることのできる「環境のなかのわたし」が現れ
る。その生成には，「わたし」がまるごとかかわっ
ている。

V　他者のなかのわたし

コーネル大学でギブソンの同僚だった認知心理
学の祖のひとり，アーリック・ナイサーは，その
キャリアの後期に，「わたし」とはなにか，とい
う問題に取り組んでいた。ナイサーは，心理学が

「わたし」とはなにかという難問に迫るためのひ
とつのアプローチとして，「わたし」についての

知識がどこからやってくるのかに注目して検討す
る分析方法を提案している（Neisser, 1988）。そ
の議論のなかで，ナイサーが真っ先に挙げていた
のが，ギブソンが描いて見せた，環境内の移動な
どを通して浮かび上がる「環境のなかのわたし」
だった。

ギブソンが示した，環境内の観察点を占めるみ
ずからを包囲する光の配列の流動が特定する「わ
たし」というアイデアを，ナイサーはさらに，群
棲環境の「わたし」へと発展させる。みずからの
ふるまいに呼応する他者のふるまいが知らせる

「他者のなかのわたし」について，ナイサーは次
のように述べる。

ちょうど環境のなかのわたしが，光の配列がどこ
に向かい，どのように流動するかによって特定され
るように，他者のなかのわたしは，他者の仕草や表
情が何に向けられ，どのように流動するかによって
特定される。わたしがみずからのからだの動きに
よって，環境のなかのわたしを精査し，確かめるこ
とができるように，わたしはみずからの仕草や表情
の他者のふるまいに対する影響から，他者のなかの
わたしを変化させたり，確かめたりすることができ
る。 （Neisser, 1988, p.43）

ギブソンが述べた「環境のなかのわたし」とお
なじように，ナイサーの「他者のなかのわたし」
は，わたしが他者とやりとりするなかでの他者の
動きや定位，そのタイミング，発話や表情といっ
た，動きのなかにリアルタイムに現れるパターン
を基礎としている。

図 4　前進にともなう光学的配列の拡大
（Turvey & Fonseca（2014）より）
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たとえば，2 匹の犬が，うなり声を発しながら
相手の顔や足を咬んだりしてじゃれあっていると
する。このとき，自分の「うなり方」や「咬み方」
が，相手にとってどのように受け止められている
のかは，相手のふるまいに直接現れる。それを互
いに感じることで，2 匹の犬のふるまいは，相補
的に調整されていく。あるいは，あかちゃんが母
親の声に対してかすかな応答を見せ，それに対し
て母親がさらに誇張した声や表情でさらに選択的
に応答していくとき，あかちゃんと母親は，お互
いのふるまいに「映った」みずからのふるまいを
見ることになるだろう（Neisser, 1988）。

背中を丸めて歩いている子どもは，「背筋を伸
ばしなさい」とか，「どうしたの。元気ないね」
と自分に声をかけるまわりの大人の対応によっ
て，みずからの「歩くわたし」をあらためて知る
ことになるかもしれない。わたしが落ち着かずに
そわそわして，急ぎ足で歩いているとき，すれち
がう知人の遠慮がちな対応には，わたしの「そわ
そわ」が映っているかもしれない。身近すぎてあ
まり自覚することのない「歩くわたし」であって
も，それに対するまわりの他者のからだや視線の
動き，表情，発話，顔の向きといった動きは，他
者の集団のなかで「歩くわたし」を，浮かび上が
らせる。

VI　痕跡としてのわたし

ナイサーは触れていないけれども，もうひとつ，
面白い「わたし」がある。それは，みずからが環
境にかかわった結果として残る，環境内の表面の
配置に持続する痕跡が知らせる「わたし」である。

路上に出て，「歩くからだ」が姿を現した形跡
はないかとあたりを見まわすと，しばしばケモノ
道が見つかる。ケモノ道は，歩くためにつくられ
た道を逸脱して，「歩くからだ」がひとり歩きし
て独自に見つけた道である。それは，いちど歩い
ただけでできるものでもなく，また人が歩かなく
なると草が伸びて消えてしまうものである。だか
ら，ケモノ道の存在はくりかえし整然とそこに出

現しつづけている複数の「歩くわたし」を示して
いる。

神戸大学発達科学部のキャンパスに，なかなか
いいケモノ道がある（図 5）。駐輪場からつづく
階段を降りた通路の両側に，ケモノ道は伸びてい
る。右側のケモノ道は，道の段差がなくなったあ
たりで，向かいの校舎の端に向かって，草地を鋭
く斜めに横切った複数の「歩くわたし」の存在を
示している。左側には，その先にある校舎や食堂，
売店といった多様な行先に向けて，さまざまな経
路をとる「歩くわたし」の群れを反映する広い帯
状のケモノ道を見ることができる。
「歩くわたし」を映し出すケモノ道のほかにも，

このような「痕跡としてのわたし」が，典型的に
姿を現す場面がある。

それは，「字」である。
もちろん，字は「わたし」が「わたし」である

ことの証拠として用いられる。それは，「わたし」
を証明するものとして，小切手のような紙切れを
現金に変換することを可能にするほど大きな信頼
を得ている。次回は，字を書く「わたし」につい
て，からだを抜かすことなしに，あらためて考え
てみたい。

▼文献
Adolph KE, Cole WG, Komati M et al.（2012）How do 

you learn to walk? : Thousands of steps and dozens of 

図 5　ケモノ道が映し出す「歩くわたし」



498 Japanese Journal of Clinical Psychology • Vol.16 No.4 • July, 2016

連続講座 たのしいからだ

falls per day. Psychological Science 23-11 ; 1387-1394.
Gibson JJ （1958）Visually controlled locomotion and 

visual orientation in animals. British Journal of 
Psychology 49-3 ; 182-194.

Gibson JJ（1979）The Ecological Approach to Visual 
Perception. Hillsdale : Lawrence Erlbaum Associates.

（古崎敬 訳（1986）生態学的視覚論―ヒトの知覚世界を
探る．サイエンス社）

Kretch KS, Franchak JM & Adolph KE（2014）Crawling 
and walking infants see the world differently. Child 
Development 85-4 ; 1503-1518.

Neisser U（1988）Five kinds of self -knowledge. 
Philosophical Psychology 1-1 ; 35-59.

西尾千尋，青山慶，佐々木正人（2015）乳児の歩行の発達

における部屋の環境資源．認知科学 22-1 ; 151-166.
佐々木正人 編（2008）アフォーダンスの視点から乳幼児

の育ちを考察（特別付録 DVD-ROM 動くあかちゃん事
典）．小学館．

Soska KC, Robinson SR & Adolph KE（2015）A new 
twist on old ideas : How sitting reorients crawlers. 
Developmental Science 18-2 ; 206-218.

Turvey MT & Fonseca, ST（2014） The medium of 
haptic perception : A tensegrity hypothesis. Journal of 
Motor Behavior 46-3 ; 143-187.

Warren WH, Kay BA, Zosh WD et al.（2001）Optic flow 
is used to control human walking. Nature Neuroscience 
4-2 ; 213-216.


