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　日本赤ちゃん学会は設立当初から二つの大きな橋を設
定していた。異分野研究の橋と現場と研究者の橋である。
　ここでは最初に現場と研究者の橋について過去を振り
返りつつ将来をみてみたい。
　設立集会の熱気にはすさまじいものがあり、それは研
究者というよりマスコミや育児中の親や保育関係の人た
ちの「赤ちゃん学」という言葉への興味と関心に基づく期
待であったように思う。
　育児不安や虐待さらには発達障害などの増加が社会に
不安を与えつつあり、根本的な解決方法も見当たらない
という現状を赤ちゃん学という新しい学問が変えてくれ
るかもしれないという淡い期待の表れであったかもしれ
ない。ともすれば思い込みや経験で行われていたこれま
での育児や保育にたいする疑問に客観的で科学的な研究
成果をもって答えるべきであるというわれわれの主張が
こうした現場で働いている人たちに広く受け入れられた
結果といえたかもしれない。
　こうした流れの中で毎年学術集会を開催したり、産経
新聞と共催で国際シンポジウムを開いたり、interna-
tional conference of child study（ICIS）の学術集会を京
都で行ったりもした。こうしたイベントの取材を中心に
して書かれた産経新聞の「新赤ちゃん学を知っています
か」という単行本は15万部近く売れた。この本の購読者
は育児や保育の現場の人たちよりもむしろ一般の社会人
のほうが多かったという情報もあり、「人の始まりとし
ての赤ちゃんの謎」を解明する新しい学問にたいする関
心の高さがわれわれを驚かせたものである。
　学会員の基礎研究者の方々の努力もあり「赤ちゃん学」
に関係する出版物も増え、さまざまなマスコミにも掲載
されるようになってきた。また、保育士や育児支援など
の人たちへの赤ちゃん学講座も各地で開かれたりして、
今や「赤ちゃん学」は広く社会に認知されていった。
　この間赤ちゃん学会はいくつかの部会を持ったが、理

学療法士（PT）、作業療法士（OT）の方々による「乳児行
動発達研究会」はこの領域にヒトの運動の始まりの代表
ともいえる自発運動（ジェネラルムーブメント以下 GM
と略す）という新しい概念を導入するなどの成果を上げ
ている。この GM については、長い間不思議なことに
多くの研究者が胎児や新生児をみていたにもかかわら
ず、その運動が自発的な運動であるとは考えてこなかっ
た。赤ちゃんの運動は外部からの刺激を受けて動く原始
反射が主体と考えられていたからだが、それは原始反射
が容易に刺激することができ、必ず同じ運動が起こるの
で認知しやすかったからといえる。その考え方を否定し
GM という運動を始めて定義したのがプレヒテルであ
る。自ら動き、環境と相互作用をするという概念はそれ
までの育児やリハビリテーションの考え方を否定するも
のであった。乳児行動発達研究会には GM という概念
をさらに子どものリハビリテーションの中に広めていっ
ていただきたいと思う。
　音楽部会は保育園の音楽教育の在り方に疑問を持つ音
楽研究のメンバーを中心に構成されている。今までとも
すれば思い込みや経験に基づくことが多く、科学的検証
のない音楽教育やイベント中心の音楽が取り入れられて
いた保育園や幼稚園の音楽を見直し、赤ちゃん学に基づ
く音楽教育を目指そうとして、保育士向けの音楽講座を
行っている。現行の音楽教育を何とかして変えたいとい
う講師の熱意が徐々に認められたようで、最近では保育
士養成学校の教師などの参加が増えつつあり、着実に赤
ちゃん学に基づく音楽教育は保育の世界に受け入れられ
つつある。
　保育園における音環境の悪化は聴覚に障害を与えるだ
けでなく、言語や社会性の発達にも影響を与える。その
ために音楽部会では保育園の騒音とりわけ反響音の測定
と聴覚検査を私立保育園連盟と協力して実施した。その
結果予想以上の騒音のひどさと、それが赤ちゃんの、と
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りわけ言語獲得や聴覚認知に影響するかのせいが示唆さ
れ、防音装置などの設置を行い、騒音障害を防ぐ取り組
みを広げようとしている。
　今年はさらにこれらの部会に加えて「保育部会」を立ち
上げる予定となっており、いよいよ本格的に学会の研究
成果を保育現場に還元しようという機運が出始めてきた
といえる。折しも待機児童問題で保育園の増設ばかりが
注目されている中、「保育内容の向上」の必要性も唱えら
れるようになり、東京大学には発達保育実践政策学セン
ターが開設されたが、これはもともと赤ちゃん学と保育
を結ぼうという思いから日本学術会議の第22期マスター
プランに応募した結果として新しいセンターができたも
のである。
　現在多くの保育士養成大学が存在するが、いくつかの
大学では赤ちゃん学に興味を持つようになり、先の音楽
部会の講習会においても養成大学の教師が多く参加する
ようになっている。すでに保育士養成の教科書には赤ち
ゃん学の関係者が多く執筆するようになり、中央法規出
版からは本格的な保育士養成の教科書として「赤ちゃん
学で理解する乳児の発達と保育」が出版された。今や保
育士養成や幼児教育に赤ちゃん学は必須の教科になりつ
つあるといえよう。
　企業においても赤ちゃん学に対する注目度は飛躍的に
上がってきている。初めはマスコミなどではあったが、
やがて乳児用品などのメーカとの共同開発などの申し込
みがあったが、最近の傾向としては企業内保育や保育所
を展開している企業とのコラボが増えつつある。アート
チャイルドケアーとの共同で始めた眠育についての取り
組みは全国展開を目指すようになり、眠育推進協議会が
自治体も含めて設立される予定である。また、企業内保
育などの在り方をめぐってさまざまな取り組みも始まっ
ており、実際に赤ちゃん学を取り入れた保育園つくりも
されるようになっている。このようにして保育園を中心
として赤ちゃん学研究の成果を還元しようとしている
が、一方では基礎研究と現場の距離はいまだに極めて大
きいといわざるを得ない。現在の基礎研究がそのまま保
育に役立つようなことは極めて少ない。研究者としては
脳科学、認知発達心理学、情報工学、あるいは複雑系な
ど当学会には多くの分野の研究者が活動をしている。そ
れぞれの分野にはそれぞれの研究課題や目指すものがあ
り、分野によって保育や教育、医療現場との距離がある
ものも少なくない。しかしいずれもヒトとりわけ乳幼児
を対象とするものが多いため、現場との関係が全くない
わけではない。しかしながら、多くの研究は現場からの
要求や疑問に答える形で行われているものは少なく、研
究者が独自の考えや同心をもとに行われるものが多い。
むしろ安易に現場に役立つものを研究することは研究者

としては疑問にも感じることがあるのかもしれない。そ
の一方で最近の脳科学や認知科学や神経科学などの研究
対象に発達障害や認知症などが取り上げられることが多
い。その方が研究費を得やすいという風潮がそうした傾
向に拍車をかけているような気もする。しかしながら、
こうした研究者の多くには発達障害や認知症などの理解
がないか、あっても思い込みが強いものが多く、研究方
法などは科学的に計画されていても、その研究が障害に
悩む人たちの役に立たないばかりかかえって傷つけるこ
とにもなりそうなものさえあるように思う。
　今行われている研究方法もまた現場との関係を考える
とき、いくつかの問題があるようである。最近では科学
研究費が少なくなっている一方で、研究成果のみを要求
されることが多いために、短期間で論文が書けるように
計画されることが多くなっている。そのため多くの研究
は子どもを対象にしていても、周囲の無駄な条件として、
できるだけ環境などを排除して実験を行おうとする研究
が多いように思える。条件を厳しくすればするだけクリ
アな結果が得られるため、ともすると条件をぎりぎりま
で絞り込む研究が良しとされる傾向がないとはいえな
い。それは時に現実から離れた条件設定になる可能性も
否定できなくなるだけでなく、研究の再現性を危うくす
る危険性を同時にはらんでいるといえよう。
　一方、子どもは集団の中で育つものである以上、個別
研究だけではなく集団を対象とし、長期間の発達経過を
追跡する研究も重要である。現場からはそうした研究が
望まれているのも事実だと思われる。現在行われている
環境省の略称エコチル調査は今までとは違った巨大な調
査で調査期間も長く、胎児期から思春期までの大規模コ
ホート調査である。ただ残念なことにこの調査チームは
臨床医と医療情報の研究者を中心に行われていて、他分
野との研究という視点をもっていないという弱点を持っ
ているといわざるを得ない。医学の中にもうすこし異分
野の研究者との共同研究などに理解を持つものが増えて
こなければいけないと思う。
　いずれにせよ、保育や育児の現場から赤ちゃん学会に
期待する声は強くなりつつある。その期待に答えるよう
な研究を推進することは研究者にとっても重要なことに
なると思われる。そのためには今年生まれる「保育部会」
に保育者のみならず研究者の参加を強く促したい。
　それでは学会のもう一つの橋について考えてみたい。
赤ちゃん学会では設立当初から異分野の研究者のクロス
トークや共同研究の重要性に注目していて、積極的に取
り組んできた。ここではまずこの間各研究分野で起こっ
たことを自分なりに整理し、学際的な異分野研究の在り
方について述べてみたい。
　赤ちゃん学会が設立されたころ、発達心理学において
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は新生児期から乳幼児期の今までなかなか研究対象にな
りにくかった赤ちゃんに対して選好注視法や順化・脱獣
化法などの観察方法が確立された。さらには視線追跡装
置や多チャンネル脳波計などの計測機が相次いで開発さ
れたことによって赤ちゃんの脳機能計測が飛躍的に進歩
した時期でもあった。ネイチャーやサイエンスには新生
児の視聴覚認知や言語機能などの発見が相次いで報告さ
れ、ICIS などの学会も熱気に包まれた時代であったよ
うに思う。個人的には国際学会や科研費のミーティング
で出会った発達認知科学の研究者たちのエネルギーと知
識の多さに圧倒され長年小児科医として赤ちゃんと接し
てきた自分が打ちのめされた時期でもあった。
　視聴覚認知などを中心としたこれらの赤ちゃん研究は
飛躍的に進歩し、さらには乳児が簡単な計算ができると
いうことや、物理現象を理解するといった発見もされる
ようになった。このことは「白紙状態で生まれる赤ちゃん」
つまりは無力である赤ちゃんという概念を否定し、胎児
期にすでに五感は機能しており、自ら情報を求めて行動
する、いわゆるインフォメーション・シーカという概念
が提唱されるようになった。20世紀末には新生児が意識
的に自分の手を動かすということも証明され、ロックや
ルソーらの赤ちゃん観は打ち消されるようになっていっ
た。赤ちゃんを対象とした発達心理学研究はこうした視
聴覚認知から計算や音楽さらには共感や善悪などの道徳
観などの研究へと発展してきている。赤ちゃん学会の究
極の研究対象は「こころ」であるが、そこに向かって徐々
に研究が進んでいることを実感するようになってきた。
　20世紀の終わりごろには神経科学においても大きな発
見がなされたがそれは神経細胞の細胞死とシナプスの過
形成と刈込という現象であった。胎児期から徐々に発生
し右肩上がりに成長し成人期を境に減少するといった既
存の概念は大きく覆されるようになり、神経ダーウィニ
ズムなる概念が提唱されるようになった。遺伝子によっ
て造られる粗い神経組織が環境との相互作用によって削
られ成長するという概念は赤ちゃんの発達をみてきた小
児神経科医には極めて魅力的なものであった。なぜなら
ば赤ちゃんの発達をみていると必ずしも一方的に新しい
能力を獲得して伸びてゆくものではなく、新しい能力を
獲得する傍らで消えてゆく能力もあるからである。その
いい例が R と L の聞き分けという能力である。乳児期
早期には日本人の赤ちゃんでも R と L の聞き分けはで
きる、しかしながら成長とともにその能力は消失する。
日本語を話すわれわれにとっては R と L の違いが分か
ることはかえって日本語の理解に邪魔になるからといわ
れている。つまり使わないから機能を消失するのではな
く、使い方によって脳機能が選択されているのだという
ことである。しかしながらほぼ同時期に話題となった臨

界期（今では感受性期）のほうが一般的には注目されたよ
うに思う。とりわけ早期教育の分野ではこの感受性期が
もてはやされ今でも早期教育の基盤とされている。しか
しながら刺激しないと機能を失うということと、より刺
激を多くしたり早くしたりすると機能がさらに良くなる
ということとは違うように思えるのだが。
　神経細胞の細胞死についてもそれを発達の中で良しと
する考え方と細胞死は防ぐべきだという考え方は存在す
るようで、著名な生理学者の中にもこの時期の細胞死は
防いだ方が後の発達にいいと主張する者もいる。特に成
人の研究をしている研究者にはその考え方が強いように
思える。後の発達のために無駄な組織を削るという神経
ダーウィニズムはまだまだ十分に理解されていないよう
に思える。
　胎児の研究に今再び注目が集まりつつある。1850年代
に導入された超音波診断装置は胎児の動きをほぼリアル
タイムでわれわれに提供してくれる。そこで胎児の行動
観察は飛躍的に進歩した。1980年代にはわが国において
も九州大学などを中心に胎児行動学研究が盛んに行われ
るようになった。しかしながら、これらの研究も装置自
身のさまざまな問題点や限界から、胎児の病的状態の把
握というような臨床的な目的で使われるようになり、
徐々に胎児行動学研究は下火になっていった。しかし、
最近産婦人科や医療情報の研究者から DOHaD 仮説なる
ものが提唱されるようになってきた。第2次大戦中にナ
チスドイツに占領されていたオランダ・アムステルダム
に住んでいた妊婦から出生した赤ちゃんの生後コホート
が行われ、栄養障害や過度のストレスにさらされた母体
から生まれた胎児の健康状態が報告されるようになって
きたのである。その結果まず、心疾患と生活習慣病が、
そしてその後発達障害言やうつなどの精神疾患が高頻度
にみられることが分かってきたのである。つまり、こう
した病気の起因が胎児期にあることが分かり始めたので
あり、改めて胎児期の研究の重要性に注目が集まり始め
たのである。おりしも超音波断層診断装置が3D 機能を
持つようになり、今まで断層画像しかみえなかった胎児
の体の表面の画像が得られるようになって胎児の表情な
どの研究も進んできた。さらに長年試みが行われていた
胎児心電図計測についてもその計測方法が開発され母子
の心電図の同時測定なども可能となってきた。胎盤機能
などの詳細に検討されるようになり、胎児の研究は着実
に進歩し続けている。発達心理学でも胎児研究を目指す
研究者も出ており、こうした研究成果をもとに胎児の行
動のシミュレーションを行っている國吉らの研究は世界
から注目を浴びている。
　脳機能イメージングや機能計測の進歩も、赤ちゃん学
会の活動と密接に関係しているようである。ヒトの脳の
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活動をほぼ同時に機能イメージとして可視化することが
できるようになったことが脳科学を大きく変えたように
思う。fMRI や脳の活性化という言葉が広く一般にも知
れ渡り、脳を活性化することが何よりも重要であるとい
うことから、脳トレなる取り組みまで流行し、今でもそ
の勢いは衰えていないように思える。ただこうした脳機
能イメージングはすぐには赤ちゃんに取り入れられるこ
とはなかったが、近赤外光を用いた光トポグラフィーが
赤ちゃん研究に導入されるようになり、今や脳機能イメ
ージングはわれわれの学会でも広がってきている。今で
は胎児の脳機能画像なども発表されることが多くなり、
この分野でも胎児に注目が集まり始めている。しかし、
脳機能イメージングについては赤ちゃんに導入するのに
はまだまだ限界があり、その方法についても問題は少な
くない。
　これまでの文章は比較的領域を俯瞰した形で書けたが
物理学あるいは複雑系の研究者の領域に関しては俯瞰で
きるほど研鑽を積んでいないため、自分自身の経験をも
とに語ることしかできない。
　まず小児科医が複雑系の学者と出会ったことが赤ちゃ
ん学を造ろうとした大きなきっかけになったことから書
かなければならない。オランダ留学の間にプレヒテルか
ら教えられた GM という考え方を持ち帰ってきたとき、
研究仲間である小児科医や小児神経科医に GM の紹介
をしたとき、新生児の動きは原始反射という固定概念に
囚われているとしか思われないような反応が返ってき
た。自分自身 GM という考え方を十分に理解していな
かったから、彼らを説得できなかったとは思ったものの、
大きく落胆したことも事実である。その時声をかけてく
れたのが多賀先生からのメールであった。物理学つまり
複雑系の研究者です。と紹介され、GM に対する興味を
語られたのだが、正直あまり理解はできていなかった。
今でこそ、ロボット工学や構成論では自発的に動くこと
なしに発達するロボットは造れないということは理解し
ているが、多賀先生からのメールは嬉しかったものの、
不思議ではあった。多賀先生の紹介で京都大学の湯川記
念講堂で GM のビデオをみせながら GM の話をした時
の不思議な光景は今でも忘れられない。というよりも、
発達に関心を持つ研究者がこんな領域にいるということ
がとても新鮮であったとともに、自分の周りで何か新し
いことが始まるのではないかという期待を感じた。
　多賀先生との共同研究が始まり、多賀先生から発達に
対する基本的な考え方を聞いたのはプレヒテルに会って
それまで常識だと持っていた小児神経学のなかの発達に
関する知識が根底から覆された時と同じような衝撃では
あった。彼にはかなわないとギブアップした自分であっ
たが、この分野の研究者と組むことで発達神経学や小児

神経学の古い学問に一石を投じることができるかもしれ
ないと考えるようになった。
　認知発達心理学、あるいは実験心理学との出会いは先
に述べたように極めて興味深い研究成果が報告されてい
る時期であったが、この成果を小児科、とりわけ小児神
経科の乳幼児健診に生かせるのではないかと考えたの
が、山口、金沢氏との出会いである。乳児の視聴覚認知
実験をされていた先生方の研究はそのまま乳幼児健診用
のバッテリーに使えると思った。そこでお二人に研究さ
れていた実験の中で医師でも使えるようなものを選別し
ていただいて検診用のセットを造ってもらった。実際に
何度か検診の場で使用してみたが結構難しかった。しか
し、この流れは欧米ではすでに行われていて CANTAB
のように商品化され世界中で使われているものもある。
わが国においても「もぐらーず」といったものが検診に用
いられている。しかしながらその作成に認知発達心理学
と小児科医が協力したのはわれわれが最初であったと思
う。今でもこうした試みはいくつかの施設で試みられて
いる。
　こうして、赤ちゃん学会は設立されて以来、会員のそ
れぞれの領域の非常に活発な活動に支えられて続いてき
た。
　今年最終年を迎えた文部科学省の科学研究補助金新学
術領域研究「構成論的発達科学：胎児期からの発達原理
と発達障害の発生原理の解明」はまさに胎児期を起点と
した発達研究の重要性を強調した研究であり、胎児の行
動発達のシミュレーション中心に発達原理を解明しよう
とする極めて挑戦的な取り組みであった。
　医学においては産婦人科、新生児科、小児神経科そし
て精神神経科という複数の科を連携させただけではな
く、発達心理学や障害を持つものが自分を研究する当事
者研究グループなどの人間科学の研究の成果をもとに、
胎児行動のシミュレーションをしようとする非常に挑戦
的な異分野融合研究であった。今やどの研究分野でも異
分野融合研究の必要性が唱えられるようになってきた。
しかし、現状では必ずしもうまくいっていないように思
われる。それは各研究領域で用いる言語の違いや常識と
されることがずれているなどの基本的な違いによるもの
が少なくないように思える。ただし、今回の「構成論的
発達科学」が成功した理由はボトムアップ型の研究（人間
科学部門）とトップダウン型の研究が組んだことである。
　同じタイプの研究がいくつか並行的に組んでいる異分
野融合の研究組織は非常に多い、というよりほとんどの
組織がそうである。こうした組織ではお互いの壁を乗り
越えるのが極めて難しい。今回の新学術研究の組織は2
方向からのアプローチであっただけに融合しやすい面が
あったと思われる。
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　こうして赤ちゃん学会の過去を振り返った時、認知発
達心理学、脳科学、複雑系などそれぞれの学問領域が最
も輝いていた時代を赤ちゃん学会は共有しながら発展し
てきたように思える。そしてそれはこれからも続いてい
くように期待しているし、そうなるであろう。そうした
中で赤ちゃん学会の中に「若手部会」が誕生した。それぞ
れのバックグラウンドを持った研究者がお互いを知るこ
との面白さに引っ張られて造られた学会第1世代と違っ
て、赤ちゃん学会という器がすでにある中で研究などを
始めた世代である。すでに最初から融合領域の研究者で
あるといってもおかしくはないかもしれない。それだけ
にこの世代の研究者に対する期待は大きい。と同時にそ
れは自分と違った領域の研究を初めて知った時の面白さ
が少ないかもしれないという危惧を持つことになる。言
い換えれば、初めて会った時の面白さより、最初から一
緒にいるとお互いの違いの方に興味が行きがちになるの
ではないかという危惧である。
　さて、20世紀の科学は複雑な現象を観察言語と理論言
語を用いて孤立分断的に（それを取り巻く状況に言及す
ることなく）切り出す方法を確立したといわれる（蔵本由
紀）。いわゆる要素還元論的手法、あるいは機械的決定
論ともいわれる。その結果、生命科学は「普遍的な遺伝
子に機能」と「それらの因果関係」の発見を目指すことと
なっていった。その仮説は生物の秩序を設計されたもの
とみなすことである。ヒトの体質や気質は遺伝子によっ
てプログラムされたものになり、脳は遺伝子によって形
成された計算機とみなすことができることとなった。と
ころがヒトの行動はさまざまな点で変則性をはらんでい
て、遺伝子と形質の関係は因果によって説明できるもの
はむしろ少ないといえる。遺伝学では偶然の遺伝子に変
異によって形質が変化し、その形質が環境要因によって
選択されるという形式で例えば進化などの現象を説明し
ようとしてきた。しかしながら、表現性の可塑性を考え
ると、まず環境要因によって生物の形質が変化し、その
後に変化した形質を安定化する差異が導入されるという
遺伝的同化が起こるといわれる。環境によって遺伝子そ
のものが変化するいわゆるエピジェネティクスという概
念もそうしたことにつながる。こうした変則性を克服す
るためにはいわゆる機械的自然観の問題に挑戦する必要
があるといわれる（桜田氏から引用）。
　新学術領域研究においてわれわれの班が得たものの最
初が睡眠障害との出会であった。睡眠障害センターに入
院している子の中に自閉スペクトラム症（以下 ASD と
略す）の子どもが多いこと、ASD の患者に睡眠障害が多
いことは知られていたが、不思議なことに彼らの保護者
からの情報では新生児乳児期にすでに睡眠状態が異常で
あるケースが多くみられたということであった。そして

入院患者で ASD を合併している子と定型発達で睡眠障
害を持っている子では心拍変動に差があることが分かっ
た。つまり ASD の児には心拍の揺らぎが少ないことが
分かったのである。
　入院患者のブドウ糖負荷テスト（OGTT）の結果をまと
めることとなり、140名ほどのケースの OGTT の結果が
解析された、その結果や約四分の一のケースで糖尿病の
境界児がいることが判明した。こうなれば後は比較的簡
単で深部体温の日内変動の異常などもみつかり、ASD
には新生児期からの睡眠リズムや内分泌機能の異常、心
拍変動の異常や体温の日内変動の異常、つまり生体機能
リズムの異常が次々にみつかったのである。認知発達心
理学でも最近では行動リズムの同期現象が共感性を産
み、社会性を育むことが知られている。そうなってくる
と ASD は細胞レベルから臓器レベル、個体レベルさら
には個体間レベルの機能リズムの障害を持っていること
が判明したのである。じつはこうしたことはそれぞれ単
独の研究では分かっていたことであるともいえる。
ASD に睡眠障害の多いこと、心拍に揺らぎの少ないこ
と、糖尿病の多いことなど個々の報告は少なくない。し
かし、こういった所見を纏めて ASD 全体と俯瞰した報
告は昨年のフランスの小児科医の総説が初めてである。
しかし彼らでもこうしたいくつかの階層におよぶリズム
の異常についてどうアプローチするべきかについては触
れていない。「身体を構成するさまざまなサブシステム
は自発性と自由度を有している。さまざまなサブシステ
ムの自発性は、身体の中でコーディネートされる。疾患
とはこのコーディネーションの破綻として表現すること
ができる。たとえば交感神経と視床下部下垂体副腎経路
は、概日リズムやストレス応答でもカップリングしてい
る。交感神経刺激で産生されるアドレナリンは自然免疫
を活性化し、副腎から産生されるグルココルチコイドは
自然免疫を抑制する。交感神経と視床下部下垂体副腎経
路は免疫系にたいしてアクセルとブレーキを同時に働か
せるといった形でコーディネーションを形成し、自然免
疫を抑制している。しかし、ストレスが慢性化すると自
然免疫に対するグルココルチコイドの抑制機能がエピジ
ェネティクス修飾によって阻害され、自然炎症をおこす
ようになってくる。
　生物そして人間はさまざまな形で心と身体のコーディ
ネーションを編成する。この多様性の問題はコーディネ
ーションに共通する仕組みを理解することで一般的に解
決できる可能性がある」（桜田一洋）と主張している。こ
の説に従えば ASD にみられるリズムの異常はいくつか
の リ ズ ム の 協 働 の 障 害 と し て 捉 え ら れ、ASD と
ADHD、学習障害や協調運動障害などとの合併の多様
性については、リズムの協働の異常の組み合わせ違いで
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説明することができる。今まで医療では例えば肺炎は細
菌やウイルスの感染が原因であることは、癌は癌細胞の
増殖が原因であることは容易に理解できる。つまり、特
定の疾患とその原因は科学的に因果を説明することが可
能であった。しかしながら、精神疾患やアレルギーなど
の疾患は多様な要因と複雑な症状を持つ疾患であり、要
素還元型の研究ではその発生メカニズムを明らかにする
ことができない。要素還元論に基づくエビデンス・ベー
スド・メディスン（EBM）という考え方については。現
在は極端に EBM に頼りすぎたのではないかと警鐘を鳴
らす人もいる。
　一方でその疾患との関係が予想できるかぎりの多くの
要素を網羅的に収集して解析するいわゆるビッグデー

タ・イニシアティブといった考え方が広く支持されるよ
うになり、実際に行われようとしている。医学において
は大きな変革が起きようとしている。それは多くの研究
領域にも影響を与えるであろうと思われる。かといって
それはすぐに要素還元論的個別研究を否定するものでは
ない。現在ビッグデータに基づく研究を進めるためには
そこに取り入れる要因の選定はある程度要素還元論的に
因果が予想される因子を選定する必要があると思われ
る。ある意味においては要素還元論的手法とビッグデー
タは横糸と縦糸という関係にあるのではないかと考えら
れる。こうした背景を念頭に置いて赤ちゃん学研究がこ
れから行われていくのではないかと予想している。

The Japanese Society of Baby Science
Past, Current, and Future Activities

Yukuo Konishi
Doshisha University Center for Baby Science Joint Usage/Research Center

　　Nearly 20 years have passed since the Japanese Society of Baby Science was founded, in 2001. During this period, cognitive 
developmental psychology adopting experimental approaches has expanded, with brain science, neuroscience, information 
engineering, and robotics engineering markedly progressing. Collaborative research that integrates these fields has also been 
promoted, paving the way for the Society to keep itself active.
　　On the other hand, demands for activities to be led by the Society are increasing among those engaged in early child care and 
education （ECEC） and parenting. The national measures to resolve the shortage of nursery schools have successfully increased 
their number, without improving the contents of ECEC. Therefore, social approaches to improve such contents are needed. 
Researchers specializing in baby science are also expected to achieve outcomes that benefit ECEC environments. However, as they 
do not accurately recognize the actual situation of ECEC, their research capacities to realize these goals remain insufficient. We 
organized working groups within the Society, such as the <Infant Behavioral Development Study Group> and <Music Working 
Group>, to conduct collaborative research with those engaged in ECEC, but sufficient outcomes have yet to be achieved. With 
reduced subsidies, a large number of studies narrow their objectives, and aim to obtain short-term results, making the long-term 
observation of developmental processes difficult. Under these circumstances, we launched the ECEC Working Group as an 
organization-wide approach to explore innovative research. We expect that our members will actively participate in these groups.
　　Basic research has markedly advanced over the years in each field. Interdisciplinary research has also been promoted with 
support, such as Grants-in-Aid for Scientific Research （KAKEN） and subsidies for Research Projects Pursued by Research Teams 
Led by Research Directors （CREST）. On the other hand, in the fields of medicine, developmental psychology, and brain science, 
basic research has mainly been conducted through experimental approaches, which were generalized in biology in the 20 century 
based on Descartes’ idea of reductionism, although such approaches are unlikely to elucidate multi-factorial and diverse social 
phenomena.
　　Some studies on autism spectrum disorder （ASD） as an innovative research area revealed that the synchronization of 
biological rhythms is impaired at cellular, organ, and interpersonal levels in patients with this disorder. 
　　Spontaneity as an indicator of freedom is a feature of body subsystems, and it is coordinated among different subsystems in 
the body. In ASD, coordination among endocrine, nervous, and immune systems is thought to be impaired. In the future, human 
science research will be increasingly conducted using open models, such as open system science. As these issues cannot be 
addressed within a single research field, the importance of integrative studies conducted in interdisciplinary areas will increase, 
indicating the necessity of further enhancing the field of baby science.


