
「卓越性研究の最前線」	
	

第一回：卓越性研究の歴史と最新動向	

加藤洋平	

卓越性研究の歴史と最新動向	



ゼミナールの構成	
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1st	
•  卓越性研究の歴史と最新動向について	

2nd	
•  感情やマインドセットと卓越性の関係	

3rd	
•  スポーツ科学から見る卓越性の獲得プロセス	

4th	
•  個人の創造性と組織のイノベーション	

5th	
•  学習と卓越性：卓越性の支援手法と測定手法	

6th	
•  発達科学の歴史的変遷とダイナミックシステム理論の概要	

7th	
•  全六回の振り返りとまとめ	

ゼミナールの構成	
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自己紹介	
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自己紹介	

まず最初に少人数のグループになって自己紹介をしてみましょう	
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そもそも「才能」や「卓越性」とは？	
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そもそも「才能」や「卓越性

」とは？	

それでは今から二つの動画を見て、才能や卓越性とは何なのか、そして
それらは何によってもたらされるのかを考えてみましょう	
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「才能」の定義	
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「才能」の定義	

下記のような様々な定義が存在する	

才能	

・「天才」と同義である	

・オックスフォード辞典：「天性の性向や能力」	

・ケンブリッジ辞典：「教えられることなくして何かに秀
でること」	

・「複数の要因によってもたらされるもの」*	

*Simonton	D.	K.	(2001).	Talent	development	as	a	mulDdimensional,	mulDplicaDve,	and	dynamic	process.	Curr.	Dir.	Psychol.	
Sci.		
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才能に関するその他の特徴	
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才能に関するその他の特徴	

才能には下記のような特徴もある	

特徴	

・早咲きや遅咲きが起こりうる	

・才能が開花するプロセスは多様である（詳しくは第
六回クラス）	

・才能は複数の要因の相互作用によってダイナミック
に変動しながら開花する（詳しくは本日の後半）	

・才能は失われることもある	
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卓越性の度合いを捉えるための三つのアプローチ	
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卓越性の度合いを捉えるため

の三つのアプローチ	

「卓越性」とは才能が開花したことによって獲得される高度な知性や能力	

Q：それでは、卓越性の「度合い」はどのように捉えられるのか？	

• 卓越性の度合いは他者との比較に
よって決定される（他者比較）	

規範的	

アプローチ	

• 卓越性の度合いは過去の自分の能
力と比較して決定される（自己比較）	

イプサティブ	

アプローチ	

• 卓越性の度合いは何らかの測定基
準によって決定される（基準比較）	

基準的	

アプローチ	



卓越性研究の歴史	
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卓越性研究の歴史	
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卓越性に関する歴史的論争	
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科学の領域において本格的には、19世紀末から卓越性に関する論争
が始まった	

フランシス・ゴルトン（1822-1911）	
• 「人間の卓越性は天賦のものである」	

アルフォンス・ドゥ・カンドール（1806-1893）	
• 「人間の卓越性は環境によって育まれるもの
である」	

卓越性に関する歴史的論争	
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「氏か育ちか」という論争について	
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「氏か育ちか」という論争に

ついて	

Q：ゴルトンとドゥ・カンドールの考え方はどのような点において正しく、
どのような点において誤りがあるでしょうか？	
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遺伝について	
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遺伝について	

数々の実証研究によって遺伝要因は卓越性に影響を及ぼすことが判明
している	

例1：IQの遺伝特性に関する研究*1	

例2：スポーツにおける遺伝要因の調査	“HERITAGE	Project”*2	

*1	Grigprenko	(2000),	Haworth	et	al	(2009),	Lynn	(2006),	Plomin	&	Petrill	(1997)など	

*2	Bouchard	Jr.	et.	al	(1990),	Rico-Sanz	et.	al	(2003)など	
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天賦の才について	
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天賦の才について	

「サヴァン症候群」の幼い子供達がある特定の領域で途轍もない能力
を発揮するケースが見られる	

しかし、その能力が成人期まで継続するケースは稀である	
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卓越性を所与とみなす考え方のまとめ	
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卓越性を所与とみなす考え方

のまとめ	

ゴルトン派の考えをまとめると下記のようになる	

遺伝特質について	

IQと遺伝の間には相関関係が見
られる	

遺伝により身体的な特質が受け
継がれる	

↔遺伝が特定領域の能力に与え
る影響度合いについては未解明
である ︎	

天賦の才について	

幼くして特定領域で高度な能力を
発揮するケースがある	

誰かから教えられることもなく鍛錬
することもなく優れた能力を発揮
するケースがある	

↔そうした能力が長きにわたって
発揮されることは稀である	
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環境要因について	
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環境要因について	

「卓越性は環境によって育まれる」というドゥ・カンドールの考え方について	

主な環境要因*	

• 兄弟姉妹の有無や両親の関与が卓
越性に影響を与える	家族要因	

• 優れたコーチ・教師・上司が卓越性
に影響を与える	支援者要因	

• 文化や優れた設備の有無が卓越性
に影響を与える	文化的・設備的要因	

*	“Complexity	of	greatness	(2013)”	Oxford	University	Press.	
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第三の潮流	
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第三の潮流	

確かに「氏か育ち」ではなく、「氏と育ち」なのだが・・・	

氏と育ちの双方の重要性を認めながらも、特定領域における鍛錬
の重要性を強調する第三の潮流が生まれる	

　　アンダース・エリクソン	

	

• 　「才能は特定の領域における実践を積まなければ
開花しない」	

•  　・特定領域における熟慮を伴った実践の重要性を指摘	
•  　・「10,000時間の法則（別名「10年の法則」）」を提唱	
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熟慮を伴った実践の重要性	
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熟慮を伴った実践の重要性	

特定領域において熟慮を伴った実践を積み重ねていくことは研究結果
からも極めて重要であることがわかっている（エリクソン,	1994）	
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三つの潮流のまとめ	
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Q：「先天的な才能」「恵まれた環境」「熟慮の伴った膨大な実践」を合算
すれば、私たちは誰でも卓越の境地に至れるのだろうか？	

卓越の境地？	

恵まれた環境	

先天的な才能	

熟慮の伴った	

膨大な実践	



卓越性研究の最先端アプローチ	
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卓越性研究の最先端アプローチ	
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卓越性の獲得に影響を与える他の要因	
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卓越性の獲得に与える他の要因	

例：心理特性がプロサッカー選手の卓越性に与える影響の調査（ニコ・
ヴァン・イペレン,	2009）	

性格や心理特性（モチベーション、信念、感情との向き合い方など）
も卓越性の獲得に影響を与える（詳しくは第二回のクラス）	
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卓越性に影響を与える要因のおさらい	

©2016.	Yohei	Kato.	All	rights	are	reserved.		

卓越性に影響を与える要因の

おさらい	

	

（個人の内面領域）	

性格	

心理特性	

	

（個人の外面領域）	

遺伝子	

熟慮を伴った実践	

（集合の内面領域）	

文化	

	

（集合の外面領域）	

環境（家族・指導者）	

設備	

	

要因	

卓越性に影響を与える要因を大きく分けると次のようになる	
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卓越性研究における近年の考え方	
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卓越性研究における近年の考え

方	

まずは次の動画を見てみましょう	

特定領域における能力の測定については第五回目のクラスで取り
上げる	

卓越性は特定の領域において開花する	



卓越性	

性格・心理
特性	

遺伝子	

熟慮ある
実践	

文化	

環境・設備	
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卓越性研究における近年の考え方	
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卓越性研究における近年の考え

方	

多様な要因が相互に影響を与え合いながら卓越性を生み出す
（カウフマン,	2013）	
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卓越性研究における最先端アプローチ	
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卓越性研究における最先端ア

プローチ	

ダイナミックネットワークモデル	

応用数学のダイナミックシステムアプローチ＋社会学のネットワーク分析	
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ダイナミックネットワークモデルの特徴	
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ダイナミックネットワークモ

デルの特徴	

ダイナミックネットワークモデルの具体的な特徴は下記の通り	

特徴	

・卓越性に影響を与える多様な要素間の関係を捉え
ることができる	

・要素間の関係性の動的な変動過程を捉えることが
できる	

・多様な発達プロセスを分析することができる	

・発達予測（シミレーション）に活用することができる	
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ダイナミックネットワークモデルの具体例	
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ダイナミックネットワークモ

デルの具体例	

卓越性を構成する要素間の動的な関係を把握する	

 | 53 

Dynamic Network Model 

› Emerging out of dynamic interactions between 
components1,2 
 
 

1 Den Hartigh, Van Dijk, Steenbeek, & Van Geert (Front. Psychol., 2016) 
2 Den Hartigh, Van Yperen, & Van Geert (Progress Brain Res., in press) 
 

参照：Den	HarDgh,	Van	Dijk,	Steenbeek,	&Van	Geert	(2016)	“A	dynamic	network	model	to	explain	the	development	of		
excellent	human	performance”	
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本日の振り返り	
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本日の振り返り	

今日のクラスを振り返ってみての感想を共有し、次回までに自分で考え
を深めたい論点などを共有してみましょう	


