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習慣を疑うことから

この適栽では︑私たち
が普通に考えてみて正し
いー・常識だー・と思うこ
と︑あるいは習慣化して
いるために︑それが間違
いかどうかも疑えないよ
うなことについて︑心選
挙の観点から多棟な見方
を捏供していきたい︒
私たちには︑さまざま
な習慣がある︒近代心理
学の立役者の一人︑ウィ
リアム∴ジェームズは︑
﹁習慣はわれわれの運動
を単純化し︑これを正確
にし︑かつ疲労を減少さ
せる﹂と言った︒

●鋸−ユ

常識ずらしの心理学①
サトウタツヤ

も後の祭り︒詐欺をする

ら︑と答える人がいる︒
授﹂でさえそれらしく見
﹁怖そうな顔で妙な身な
えてくる︒
詐欺にあった被害者 りだったら詐欺だとわか
ったのに⁝⊥と言って
に︑なぜ借用したのです
か？と尋ねると︑親切だ

タカナにしていると︑ ったから︑借用できそよ
ううな人は︑親切に見ら
自転車に乗り始めた時
れる典型的なパターンを
﹁本当に大学教員なのな
か蘭留・身なりだったか
のことを思い出してみよ
？﹂と疑われることがあ
う︒一生懸命︑転ばない
ように乗っていたはずる
で︒この記事を見てそう
ある︒もし︑習慣がな思
けった人もいるかもしれ
ない︵電話して確かめた
れば︑初めて自転車に乗
りしないでね︶︒一方︑
るときのような緊張感で
日々を暮らさなければ右
な側の名刺の﹁大教授﹂
らなくなる︒
という肩督は存在しない
が︑漢字だとそれっぼく
名刺萱一つ見てほしい
見える︒肩督で詐欺をし
＝図︒どちらが﹁大学の
先生﹂らしい名刺だろよ
ううとする人の立場にた
てば︑カタカナで習いた
か︒おそらく多くの人は
右側と言うだろう︒カタ
ら疑われてし亭つから︑
カナなんて教授っぼく漢
な字で名刺を作れば無難
い︑というわけだ︒ だということになる︒た
とえ実際にない﹁大数
私自身︑名前表記をカ

熟知していて︑それを演
じられるのである︒
名刺表記によって正し
さを判断するのではな
く︑身なりや肩督で人を
見るのではなく︑五感を
用いて︑その人について
考えていくことが必要で
ある︒それは習慣を崩す
ことと似て︑エネルギー
が必要なことかもしれな
い︒しかし複眼的思考の
レッスンでもある︒
こうした例について次
週からさらに考えていき
ましょうー・
◇

サトウタツヤ︵佐藤達

哉︶さんは立命館大数

︵共著︶など︒

﹃流れを読む心理学

投︒著督に﹃IQを問

史﹄

う﹄

最近︑またまたまた
︵以下略︶血液型が流行

している︒血液型で性格
を判断したり︑自分の未
来を占ったりすることは
世界中で行われているこ
とではない︒﹁なぜ日本
で血液塾性格判断がはや
っているのでしょうか
？﹂と尋ねられるが︑こ

の質問に答えることは難
しい︒社会現象の霹の選
曲はわからないのだ︒そ
ういう時には﹁なぜ﹂で
はなく﹁どのように﹂を
考えることが大事であ
る︒

は︑大きな血紋塾性格判

係を体系化した︵192 われ︑結果的に彼の説は るブームのきっかけとな

7年︶︒彼は︑入試の面
ぼば否定された︒
常識ずらしの心理学④
接のために性格を科学的戦後になってこの考え
にとらえる必要があると
を大衆の間に復治させた
サトウタツヤ
考え︑血液型をその手段
のは作家・能見正比古︒
2004年ごろ︑各で うな考え方は社会的差別 としたのである︒しか 71年に﹃血硬塾でわかる
Ⅴ局が血夜型に関する番
に通じる危険がある︑と し︑約300の研究が行 相性﹄を出版し︑今に至
組を頻繁にオンエアし指摘した︒
た︒視聴率が取れたからさて︑日茶で初めて血

や育児に血牧塾が活用さ

︵立命館大数授︶

え直してみて欲しい︒

液型と自分の関係をとら

と次回の記事を参考に血

とば難しいのだが︑今回

あり︑だからこそ疑うこ

近にあった最初の世代で

から血液塾性格判断が身

の人たちは︑生まれた暗

心を持っている20代以下

断のブームがあり︑恋愛

そして80年代半ばに

うかがわせる︒

とが背衆にあったことを

間関係が複雑になったこ

の関係も含んでおり︑人

だけではなく上司−部下

った︒相性には男女関係

液塾の検査をした人は医
であろう︒しかし﹁放送
師・原姦であった︒1

れた︒現在︑血牧塾に関

倫理・番組向上機構︵B

916︵大正5︶年に彼

PO︶﹂の放送と習少年

に関する肇璧覇﹁﹃血 が最初に書いた報告に
液型を扱う番組﹄に対す
は︑血液塾検査をしてい
る要望﹂を出すに至り︑
るうちに︑体格などから
番組は作られなくなっ 血硬塾が推測できるよう
になったということが書
た︒同委員会は︑血液型
をめぐる固定観念を支え
かれていた︒彼は医師だ
ったのでその後はこうし
る根拠は証明されておら
ず︑太人の意思ではどう
たことを研究していない
しようもない血液塾で人
が︑教育心理学者・古川
を分類︑価値づけするよ
竹二が血綬塾と性格の関

「血液型占い」の起源

白8窪白
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しかし︑人の血液塾を

つである︒

いるというのも理由の一

プにすぎず偏見を作って

由もある︒ステレオタイ

果が出てこないという理

調査をしても一貫した結

章済みというのが一つ︒

うのか︒歴史的に見て決

この説が正しくないと言

ではなぜ心憩学者たちは

されてないからである︒

知識だ︒学問的には承認

な学習の場では習わない

ことば︑学校など正統的

∵ 執血液塾と性格に関する

．知√ノ
当てることができた︑と

少数派に不利な「血液型」

常識ずらしの心理学⑨
サトウタツヤ

かってしまうと︑その血 自分の血夜型にあった行

血液型性格判肝￠問題

滞塾らしい行動しか見え 勤をすることもある︒予 の一つは︑血液塾の比率
人は轢々な状況で棟々な れるもので︑A塾は＊＊

に不利な内容になってい

性格が︑少数派の血液型

なくなってし亭つのだ︒ 言の自己成就現象と呼ば が撃つためか︑示される
だから＊＊っばい行動を

行勤をしているが︑A塾

か︑人に血液型を当てら
いうことがあげられる︒
だと思えばA塾っぼい行
しようー・と思っているうることだ︒星占いのよう
れた︑という生清経験血
を液塾は四つだから単純
動だけに気づきやすくな ちに本当にそうなってい に各星座が同じ比率であ
持っている人は多い︒生
に考えれば25％は当た
る︒さらに︑自分自身が くのである︒
るものとは遜っている︒
荷票感はあるのに学問的
るバそして︑血液型の比
ある女の子は彼氏に自
に正しいという情報は得
率はA対0対B対AB＝
分の血液型を偽ってい
られない︒一顧の情報空
4対3対2対1だから︑
た
︒自分の血液塾では男
白ができてしまうので︑
全部Aと言えば40％当た
の子に嫌われると思った
多くの人は無意識のうち
る︒あるいは最初にA︑
のである︒生まれた暗か
に根拠を求めてし亭つ︒
次に0と言えば70％が当
らもっている生物学的条
最近の単行志の流行もた
そった感じになる︒もっ
件
によって性格が悪く見
うした潜在意識と無関と
係も︑百発百中だったら
られるのでは偏見・差別
ではないはずだ︒
つまらない︒たまに外れ
につながりかねない︒筆
さて︑なぜ私たちは血
るから刺激的だし色々と
者
はブラッドタイプ・ハ
液型で自分や人のこと推
を理が楽しくなる︒
ラスメント︵プラハラ︶
分かった気になるのか︒血液型が当たるのは単
という言柴を作って注意
まず︑人をみて血液型純
をに確率の話だけでもな
を呼びかけている︒
当てると実際に当たると
い︒ある人の血牧裂が分
︵立命館大教授︶

、

日喝
2008年（平成20年）7月20日
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せず︑19世紀になって骨

私たちの性格への興味
はいつぐらいから起きた
のだろうか︒
古代ギリシャ時代にも
性格についての関心はあ
った︒アリストテレスの
弟子︑テオフラストスが
著した﹃人さまざま﹄は
最古の個性描写の文献で
ある︒恥知らず︑へそま
がり︑などという吾輩で
性格が招かれている︒し
かし︑その後愚論は発展

箋机ざe′／ユグムe

相学という学問が流行し
た︒アタマの形から性格
と㍍一
や知能を捉えようとした

れていくか︑内︵自己︶

に向いていくかというこ

に︒

︵立命館大教授︶

戦争に向いていると言
われるのがいいかどうか
は別として︑性格は管理
のためのツールになって
しまっている︒誰かが特
権的な立場で私たちの性
格を判断しているのだか
ら︒私たちはこうした性
格の捉え方に異議を申し
立て︑自分や自分の未来
のための性格の捉え方を
考えていく必要があると
思われる︒詳しくは次回

性も必要ない︒結婚相手性格を利用する傾向に
う︶兵士もでてくる︒そ
常識ずらしの心理学④
のような人をあらかじめ
は生まれる前から浜岡拍
士車をかけたのが戦争で
行外するために︑アメリ
が決めていたりするのあ
だる︒大規模な戦争が除
るの心珪学者・ウッドワ
から︒身分制度が緩やわ
かれるようになってくカ
サトウタツヤ
っスは﹁個人データ﹂と
になり︑個人個人の違と
い兵士の数も必要になー
ものである︒犯罪者の犯 精神分析の創始者であ
てくる︒しかし︑中にい
はう名の集団式の性格ア
が重視され進路を選べる
ユうになった時︑性格戦
ンケートを初めて開発し
が場で力を発揮できない
罪傾向を知るために骨相 るフロイトやその弟子よ
︒
し要になる︒
︵神経症になってしま
挙が用いられていたこと ングも性格理論を提唱必
もあり︑監獄で獄死した た︒特にユングは︑自分
凶悪犯の露警レクシ
の関心が外の世界に開か

つも誕生する︒もっとも

知られた性格理論がいく

有名なのは︑クレッチマ
ーの性格と体格の研究だ
ろうか︒彼は4千人ほど

の精神病者について研究
を行い︑体形と精神病や
性格との関係を盈論化し

た︒

内向性という性格の類型
を提唱した︒
さて︑性格という概念
が必要になったのは︑産
業が盛んになり人口の移
動が激しくなってからで
ある︒例えば日本におい
て士農工商の時代に性格
など知る必要はない︒相

にかけて︑現在でも良く とに注目して︑外向性−

19世紀の宋から20世紀

ョンもあった︒

「性格」は管理のツール

日曜日
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あるという考え方はやめ
よう︒少なくとも三つの
性格を区別することが重
要だ︒私が考える私の性
格︑堆かといっしょにい
るときの私の性格︑多く
の人の申にいる時の私の
性格︑の三つである︒
最初の性格は︑私が自
分のことをどう考えるか
でありアイデンティティ

の実体︵モノ︶が体内に

らない﹂が多い︒でも性
格って何だろう︒
まず︑性格という一つ

﹁︵自分の性格が︶変わ

性格に関する悩みは

憂色雲。g。）♭e

常識ずらしの心理学⑧
サトウタツヤ

私たちは撃麓に性格を変 し︑この場合︑﹁状況と いのである︒そして︑そ

化させていることが分か しての私﹂が他の人の行 れは私自身の第2の性格

︵立命館大数綬︶

る︒
数を安定させているのか にも言えることである︒
私といっしょにいるダ もしれない︒﹁私﹂のダ 性格が変わらないと悩
ンナや友だちは︑いつも ンナや﹁私﹂の友だちだ む人は︑性格を変えるこ
とを妨げる要因を探して
みよう︒
あるいは自らアクショ
ンを起こして︑環境や人
間関係を変えてみるとい
い︒その際︑まず自分が
周りの人への接し方を変
えてみよう︒そうすれば
必ず相手は変わり︑それ
がまた自分の可能性を豊
かにしてくれる︒
性格が変わらないと嘆
くのではなく︑性格をと
らえる複数の視点を理解
して︑華麗に変化する性
格を楽しみましょう︒

同じ性格だよ︑と言いた からこそ︑私から見た時
である︒過去の自分をト
引ナ扱い︒また︑父親と
き継ぎ︑未来の自分を見
い人もいるだろう︒しか の性格はあまり変わらな
いる持と恋人といる時で
琴見ながら︑今の私のこ
同じ行動をしている人は
とを考える︒アイデンテ
いないだろう︒撃つ性格
ィティには連続性や他が
者出ているはずである︒
との差異が必要だから︑三つ目の性格は︑他者
変わると思いにくい︒との比敏で決められる︒
二つ目の性格は︑関係
自分は明るい七思ってい
ても同級生の＊＊ちゃん
性の申の性格︒ウチの申
で姉には子ども扱いさに
れはかなわない︑先生も
ているが一婦のおかげそう思っている︑みたい
で服や趣昧が大人びてな
おことである︒アンケー
り−学校の同級生たち ト式性格検査で診断され
からはお姉さんキャラる
とのもこの性格だ︒
して頼りにされている人以上︑第1と第3の性
はいないだろうか︒家格
では安定的で固定的だ
はガキ扱い︑学校ではオ
が︑第2の性格において

性格は聾麗に変化する

アタマの良さ︵知能︶

も性格同様︑身分制度が
安定している隋は不要だ
から近代以降の産物であ
る︒先週紹介した骨相学
は知能にも関心をもって
おり︑アタマが大きい人
はアタマが良いと考え
た︒だから︑大きさを測
った︒しかし当時は︑脳
のスキャンなどできな
い︒ではどうしたか？

死んだ人の脳重寧任意っ
て！︶静謝部に鉛の玉を

たり︑︷墓から採り出し

入れて容量を推定したり

︵立命館大数授︶

ではなく︑そういう敏感
さこそがアタマの良さを
作っていくのである︒

か︒IQなどという数値

が−それ以上に︑自分 チの時に助け舟を出して
という優生︵劣廃︶学の
常識ずらしの心理学⑥
根拠として使われた︒ が壁にぶつかったときも
にらえる人だということ
え︒相手が因っているか
最近では︑感情的知性 ヒントをたくさんもらだ
るような人だという︒ど
もうかを見抜く力︑これ
︵いわゆるEQ︶が盃視
サトウタツヤ
段感情的知性であり︑困
されている︒たとえば︑ っと大事なことは︑普が
った時に助け合う関係性
本には夏目漱石たちの脳
仕事が出来る人は−ア から人を助けているよう
齢より2歳下のレベルの
ンそが︑すぐれた仕事を
が残されて︑要さやシワ
子どもは︑知的な遅滞が
タマが良いことは大事だ な人こそが︑自分がピこ
する条件だというのが最
を調べられていた︒ あるとして補償教育の対
近の考え方である︒
知能検査は︑子どもの
象とした︒ついで︑ドイ
自分が正当に評価され
知能を測る目的で作られ
ツの心理学者シュテルン
ていない︑困った時に相
た︒その時の基準は年齢
は
精
神
年
齢
と
い
う
概
念
を
談する人がいない︑と悩
であった︒子どもは年提
齢唱し︑精神年齢を実年
ごとに理解力・記憶力・
む人は多い︒だが︑自分
齢で翻って100をかけ
はどうだろうか︒人の良
表現力などがあがる︒4
たものをIQ︵知能指数︶
いところを見つけている
歳の時に6歳並みのこと
として表した︒IQとい
だろうか︒誰かが因って
いることに気づくだろう

ができればアタマがいい
う考え方は︑知能なるも
と誰もが思う︒6歳なの
のが個人の申にあるよう
な印象を作り出し︑また︑
に4歳レベルだと知的に
遅れていると思う︒ 知能が一次元であって優
フランスの心選学者ビ
劣が明確なものだという
ネは精神年齢水準を測考
るえを支えたので︑知能
知能検査を開発し︑実が
年低い者を排除すべきだ

イラストく蔓肇倭介ノTheAさahlShlmbuIl

〆かしト ∴lド
したのである︒なお︑日

「アタマの良さ」とは

日曜日
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単に﹁良かった﹂など
ことばせずに︑他者の良筆者は大学の授業で
さを引き出してくれる︒﹁ほめほめシート﹂を用 といって褒めるのではな
常識ずらしの心理学⑦
たち
いて他の学生達の良い点 く︑具体的な行勤などの
つまり︑自分が他者を評
価することは自分の良さ
を指摘しあうようにして うちから良い所を指摘す
サトウタツヤ
を引き出す環境作りとな
いる︒最初は褒め方が分 ることはお互いを成長さ
賓なことは︑白分の行動
ているのか︑人を励まり
す︑結果として自分も評
からなくて戸撃つことも せる︒
社会は世知辛く︑競争
が他者にとっての環境と
﹁心体﹂になっている価
かされるようになり︑さ
あるが︑やがて良い所を
なって︑その行動に影響
﹁観測﹂してみよう︒らに伸びるのだ︒
見いだせるようになる︒ 主義であり褒めあったり
を与えていると自覚するいつの時代でも人は他
しないし︑甘い盈想主義
ことである︒
人の窓口や批評は上手だ
だと言われることも多
が褒めることは少ない︒
い︒だが︑これは遜憩だ
たとえば︑自分の能力
や仕事が正当に評価さ自
れ分を含め誰もが皆を批
というわけではなく︑身
体の内部に能力のような
ていない︑という悩み判
をしているのだから︑自
分が評価されないのも当
持つ人は多い︒
ものを仮定する考え方に
然だ︒そうした負の連鎖
対する異議申し立てであ
自分の能力が低いから
を断ち切るには︑まず白
だとか︵自罰︶︑自分の
り︑その実践なのである︒
分から人の良さを見つけ
周りには私を正当に評価
職場や家庭でも︑褒め
できる人がいない︵他 て褒めることである︒
方を育てる方法を試して
罰︶からだと嘆くかもし
誰かの良さを見つける
ほしい︒自分が評価され
ことでその相手は自信を
ないと悩むより︑まず他
れない︒だが︑ここで逆
転の発想が必要だ︒ もっ︒自信のある人は他
人の良さを認めることで
人の足を引っ張るような
まず︑自分が人を褒め
ある︒︵立命館大教授︶

イラスト画蒜万童子／ThoAsa州Shlmbun

飢か甘攣ね
これまで述べてきたよ
うに︑性格や知能のよう
なものが人間の申にあっ
て私たちを効かしている
わけではないということ
に尽きる︒従って︑簡単
に測れるものではない
し︑血鞭塾とも関係ない
ということになる︒
私たちの行動は外界と
の相互交渉によって成り
立っているのだから︑身
体の申に何かがあって自
分を動かしていると仮定
するよりも︑自分の振る
舞いを変える方策を探る
方が有益である︒特に意

褒めるは人のためならず

日曜日
2008年（平成20年）8月248
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な場面︵たとえば盗み︶

若林宏繍宥は︑犯罪場面
のようではあるが決定的

た︒博士課程︵後期︶の

年間にわたって﹁法と心
窪﹂の研究が行われてき

筆者のゼミでは過去6

判員制度では︑私たち一
般市民が裁判員として︑
刑事裁判に参加し証拠調
べや判決にかかわってい
くが︑心理学的な知識が
助けになる状況も少なく
︒

09年5月から始まる裁

外相鵡／♭e
を見ていない人の証言に
ついて実験した︒まず︑

残る︒だが︑インパク松
ト加
が奈子さんはこの問く
題︑記憶が残りやすかっ
常識ずらしの心理学⑧
あるから責実なのだろに
う取り組み︑書面通りた
に︒道に言えば︑丁寧な
なっているか何度もチチ
ェェック無しに作られた
か？ 最近の恐竜映画は
ックをして映像と書面映
を像を見せられたなら︑
本物みたいだが︑誰も実
サトウタツヤ
はかりやすく記憶に残り
際の恐竜を見た人はい作
なれば︑画像と書面でわ
盗み場面の無い映像を面
見を見たのか︑誰かと語
や
異
な
っ
た
判
断
を
引
き
撃
﹂すいだけに︑誤りやす
い
︒
本
物
っ
ば
さ
は
本
物
そ
よものではないのだ︒さないとした︒ただしさ
た直後に単独で尋ねらを
れしたから見たと思うの
映に直結するかもしれな
ると︑ほとんどの人がう
盗になったのか︑を区別 博士課程︵前期︶の小
い︒映像説明の方が裁判
像の方が注意をひきやす
みがあったとは言わなすることが重要になると
員の負担は小さいとして
い︒だが︑他の角度か示
ら唆される︒
も
︑正確さを犠牲にして
決定的場面を見た人と語わかりやすい裁判をす
いいわけではない︒
をすると︑盗みがあっる
たためには文字ではなく
確倍があって宇を撮っ
というように話を変え映
が像を用いた説明が必要
たら他人だったという見
だという意見がある︒そ
ち︵同調︶である︒しか
聞適いの経験は誰にでも
も︑決定的場面を見たの
相一方で︑映像はインパ
ある︒だが︑他者の墾百
手が自信をもって一貫ク
しトが大きいのでかえっ
を聞くときは︑確倍度や
て誤った判断を導くとい
た話しぶりをした場合に
迫真性を正確さの辛がか
う意見もある︒たとえば︑
は︑そうでない相手の時
りにしがちだ︒確信度や
よりも同調しがちであ被
っ告人が被害者を刺した
迫真性は必ずしも正確さ
た︒法廷の目撃証人がシ
︑ーンを番面ではなく再
を保証しないことを知
犯罪を見たと主張してい
現映像で見ると︑リアリ
り︑対応することも重要
になる︒︵立命館大数哲
ても︑その人が決定的テ
場ィーがあり印象が強く

迫真の映像は真実か

日曜日
2008年（平成20年）8月31日
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常識ずらしの心理学⑨

久住鵡司氏︒容易に購入 くつも行われている︒不 グループに私も参加して

コン作りから独居可能な 日高友郎君が毎月一回和

できる安価な雑賃類から 動の身体でも使えるパソ おり博士課程︵前期︶の
装置を作る魔術師だ︒

無病息災を祈る︒生ま が萎縮し︑︵知能・知覚

患者さんの生のあり方を 融合約な学融塾実践研究 く︑実際には私たちの方

あり︑和中氏ほかALS 系的な制度論まで︑文選 る︒研究とはおこがまし

り︑理系的な技術から文 ルドワークを行ってい

立命館大学にはGCO 社会制度作りまで︑つま 申さん宅を訪れてフィー

れ来る子に五体満足を願 は正常なまま︶運動能力

E﹁生存学﹂創成拠点が

私たちは病気になる

う︒それは何の偽りもな を喪失していく進行性の 支えるプロジェクトがい である︒松原洋子教授の が学ぶことは多い︒

サトウタツヤ

と︑病人に﹁なる﹂ので
い私たちの願いだ︒で

ョンはどうするのか？

おでスイッチを換作して
パソコンによる通信が可

︵立命館大教授︶

ぎないと知るべきだろ

話であり単なる虚構にす

し亭つが︑それもまた神

ば不幸せと簡単に考えて

障︑私たちはAでなけれ

ならば幸せだ︑という

−あってはならない︒A

しまっているにすぎず−

語の負の側面に囚われて

とら

な決めつけは−健康神

清の質が低いというよう

たものがあれば不幸で生

自分たちから見て欠け

はなく病人に﹁させられ

︵筋輩縮性側索硬化症︶

神経系の変性により筋肉 チ琴ぞ開発しているのは

る︒身体を動かすための の症状にあわせてスイッ

は物理学者ホーキング氏 能だ︒自身がALS患者
‖′わ■た
が屏虚したことで知られ でありながら︑患者さん

膠三氏である︒ALS
きんこ︑し￠ノし

近畿ブロック会長の和申 いが︑わずかに動く左ぼ

写真は日茶ALS協会 ほとんどの筋肉が動かな

低いと考えていいのか︒ 和申氏は現在では身体の

⁚ライフ︵生清の質︶が

か︒クオリティー・オブ 能だが︑コミュニケーシ

しまったら︑終わりなの 吸器で補助することが可

神経難病である︒呼吸筋

る﹂︒社会学者・パーソ

だけでダメということに

癒が望めない病気はそれ

原因不明︑すなわち治

性の病ならどうだろう？

かし︑難治性の病や進行

治る病気はまだいい︒し

言わされる役割である︒

﹁がんばって治すよ﹂と

ばってね︑と言われ︑

服されるべきだからがん

らされるのだ︒病気は克

は︑難治性の病になって がダメになったら人工呼

々払

ンズが言う病人役割をと

神
なりかねない︒

難病は「不幸」なのか

和申勝三さんの自宅で。プロジェク
トでは、個々の身体に応じた生活を

可能にすることを目指している

日曜日
2008年（平成20年）9月7日
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お小遣いの研究︑とい
うと︑何で？とか︑それ
でどうするの？と言われ

︑J

く

ることが多い︒早稲田大
・山査志哉教授や前橋
国際大・オソナ准教授並

Y．トト

ルノ㌦

は衣服︒2位がゲームで
命︑変︑友だち︑家族確
︒かに面白い︒文化の多
様性を感じさせてくれ
ベトナムの子どもたち
常識ずらしの心理学⑩ ぁり3位は﹁無し﹂で4
に︒しかし︑もっと大事
位が家︒日本の子どもは
の︑少額であるが新年る
方が自分の欲望に素直で 友だち同士でお年玉をな
あのはその背嚢に盈解し
サトウタツヤ
研える共通点があると考
即物的だ︒ただ︑﹁お金 げあっている︒私たちあ
玉ることである︒異文化
4位に﹁家族のために何
で買えないものは何か﹂ 究者も驚いたが︑お年え
をかける︑と日本の親は
交流では相手が自分と追
かを琴つ﹂が入る︒日本 に対する答えは日本でも とはその年1年間が平和
考えるからだ︵子どもた
中国でも同じであった︒ に幸福に暮らせるようう
にことをすると解くし︑
ちは隠れてやっている ︵大阪︶の子どもの1位
それがもめ事や紛争の稽
祈るためのものであり︑
が︶︒それに対し飴国で
になったりする︒だが︑
金額の多寡の問題ではな
は︑おごりあうことは交
︑￥リ′r
いはずだ︒日本ではお目
年の前の行動ではなくそ
友関係そのものであり︑
︸こ
〃が射場為緩♪鮒
の
背後の意図を知ること
玉
年
齢
別
平
均
が
ニ
ュ
ー
ス
しなければ水くさいと思
喀jふか誉璃
になったりするが︑おが
年大審であり︑そういう
われる︒つまり︑おごり
玉の原初的機能に立ち盈
返解が無用な紛争をさけ
の聾しあしに関する行動
れば︑大人から子どもる
へことにつながる︒お小
規範は逢っても︑相手を
の贈与ではなく︑ベト遣
ナい研究はお金という欲
思いやるということば同
ムの子ども同士がお年望
玉に近い素材を扱ってい
じなのかもしれない︒
を交換してお互いの無る
事だけに︑欲望や争いの
自由に使えるお金があ
を祈るということこそ原
が初的遜解が可能とな
ったら何を琴つかという
本来的な姿ではないかり
︑︑結果的に紛争解決に
問いに対し中国︵北京︶
も役立つと考えている︒
と思えてくる︒
の子どもの1位は奄コ
︵立命館大数授︶
表面的な行勤の違いは

ンピュータ︑音楽と続き

〟、き1＼●、こr

びに日中韓越4カ国の研

究者が現地で調査を行っ
てきた︒
韓国では子どもたちが
おごりあいをするし︑お
ごるためにお小遣いをも
らい始めるということが
ある︒日本ではおごりは
原則禁止︒なぜかという
と︑おごることで力関係
ができたり︑相手に負担

さ

日曜日
2008年（平成20年）9月14日
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小遣い研究で平和貢献

、

′タ
†′㌔・ご・、トiて

励

中国や日本で相次いで
大きな地靂が重さた︒被
災者のみなさんにお見舞
い申し上げたい︒地震に
関する心理学のテーマと
してうわさがある︒
一般に︑大きな地質の
あとには棟々なうわさが
起きやすい︒情報の枯渇
とそれを埋めるための推
測がうわさを生みだしや
すい状況を作り︑同じ関
心をもつ人が同じ場所に
避難しているなどして︑
伝わりやすい状況もある
からである︒
アメリカの心理学者︑

か？

なのかもしれないことを
バートレットはこうし
常に肝に銘じておきたい
た図形が何かということ
ものだ︒︵立命館大数援︶
を伝言ゲームのように伝

推測が伝わってきただけ

る︒伝わってきた情報は

のに︑結果的に撃っ図形

を表している︒藍要で曖

人︑バーベルに見えた になることがあり得るの
は︑うわさが様々な形で
人︑お団子に見えた人︑
伝わっていくことの良い
色々いるだろう︒曖昧な
シミュレーションであ
図形には自分の見方が反
はないものや︑曖昧でも

めがねに見えた

昧なことはうわさになり

映する︵お団子に見えた

やすく︑重要でも曖昧で

にならない︒選挙の結果

盃妻でないことはうわさ

必ずしも真実ではなく︑
人はおなかがすいている

はないだろうか？ しか

細かすぎると思ったこと
し約千票で当選︑では憶
測が飛び交い︑うわさが

のかも！︶︒

が一票単位まで出るのは

える実験を行った︒たと
は︑曖昧だけれど︑重よ
要うとしてうわさになっ
てし事つ︒どこどこでダ
えばこの図形をめがねだ
でないからである︵だか
常識ずらしの心理学⑪
と思う人から始まったな
ムが壊れたらどうしよう
ら宣伝が必要︶︒
ら︑最後の人が描く絵は
地震の直後には︑自分
？が簡単に﹁どこどこで
サトウタツヤ
ちゃんとしためがねの形
や家族の身の安全といダ
うムが壊れた﹂という形
になっていくのである︒
になっていくのである︒
オールポートらはうわさ 起きる︒一方︑どの歯ブ 最も重要な情報が曖昧な
つまり︑これが何の絵で
流布についての公式を提 ラシがいいか︑というこ ままである︒だから︑そ情報伝達についてはイ
あるか︑という情報が曖
めリスの心理学者バート
とがうわさにならないの の情報欠寧ゼ推測で埋ギ
案した︒
レットが行った実験があ
昧だと︑推測でしかない
﹁Rリ1×a﹂である︒
るので紹介しよう︒ 情報が強調されていく︒
Rはうわさの流布盈︑
1は重要さ︑aは臍晰さ
同じ絵を見ていたはずな
図は何に見えるだろう

うわさ＝重要さ×曖昧さ

日曜日
2008年（平成20年）9月21日
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日曜日
2008年（平成20年）9月28日
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バU

官

点 マ

リスクの考え方は様々
ありえるが︑負の出来事
︵危険なこと︶とその起

きる確率のかけ辞だと考
えてみよう︒たとえば︑
法科大学院生にとって
﹁法曹職につけないこ
と﹂と﹁生起確率﹂のか
け算である︒今年の新司
法試験の合格率は33％と

いうからリスクは大き
い︒だが︑多くの大学院
の教員がこうしたリスク
やその後の人生に言及す
ることは耶らしいし︑院
生もそういう展望を持つ
ははぬ
ことが搾られるらしい︒

常識ずらしの心理学⑫
サトウタツヤ

か︑それがかなわなくて㊥このシリーズ終わ
も法律を社会に役立てる︒次回から矢田部英正
り
というゴールの作り方も
さん︵武蔵野身体研究所
ある︒後者も含んだ人生
主宰︶の﹁日本人の身体﹂
径路を展墓できれば︑が
遜始まります︒

り立つオープンシステム
図は︑私が心理学者・
択肢は格段に広くなり︑
だ︒システム論者・ベル
ヴァルシナ一教授らと人
開生に対して安心感をも
タランフィはオープンシ
発している複線径路等至
つことができるだろう︒
とうし
ステムの特徴として等重
憶モデルという新しい発こうした代替選択肢の
せい
性︵エクイブァイナリテ
達心理学・文化心理学重
の要性は枚々なことにあ
方法論である︒人生は決
てはまる︒私たちの人生
して一本道でもないし︑
には枚々な関係性に支え
階段を上っていくようら
なれた複数の径路があ
ものでもない︒このモり
デ︑一度あきらめたこと
ルにおいては︑左石にで
等も再挑戦できる︒
重点︵園の長方形︶が配蘭
心理学と言いながら心
されている︒等重点まを
で実体としてみないのが
の多楔性と等重点自体の
﹁常識ずらしの心理学﹂
多礫性の中で人間の発達
の心意気であり︑それは
を考えたいからだ︒ また︑複線径路等至性モ
法科大学院生の場合︑
デルの極意なのである︒
法曹蔵というゴールのほ
︵立命館大教授︶

リスクとその大きさに
な
く
︑
周
り
の
人
た
ち
と
の
ィ︶をあげた︒ゴールに
言及しないで乗り切ろか
うかわりあいや︑過去や
至る通が複数あることを
とする教育は精神論に未
す来の自己像によって成
示すものである︒
ぎない︒私自身は直接教
育に関与しているわけで
はないが︑教育機関なら
ば他の選択肢を院生に対
して示す必要があると考
えるものである︒それこ
そがリスクマネジメント
であり社会的輩務であ
る︒選択肢を示すことは
らくいÅ
落後者の烙印を押すこと
ではない︒応援だ︒
連載で折にふれ強調し
てきたように︑傭人はカ
プセルのような単体では

人生は一本道ではない

