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口

新

ートメーション、更には自動制御によるプロセス・

Ⅰ システムということ

オートメーションの実現に至って、生産では、シス

こういう言葉を教育界ではあまり使いなれていな

テムの問題は益々重要になった。

い。
しかし産業の世界では日常茶飯のこととして使わ

一つの生産システムをつくるには、目的関数をは

れている。
いや近代生産が成立して来たのは他ならぬ

っきりきめて、それに関係する変数を計算して合理

システムを開発したからだといってよいであろう。

的な過程をつくるという考え方をとるのである。原

ここに事あたらしくシステムとは何かなどと定義を

料から加工の技術からすべてを計算された過程とし

する積りはないが、事実を考えて見ることだけはし

てまとめようとするのである。こういう考え方が発

ておいた方がよいと思う。

達すると、生産の過程にある諸々の要素は精細に分

昔、一人の職人が原料から製品までをひとりで処

析されるという傾向がますます強くなる。そしてそ

理するというような生産の形をとっているときには、

の要素の組み合せ方にも独創的なものが生れる。

何もシステムなどという言葉は使われなかった。近

先頃宇宙通信で、日本から放送した内容にエビの

代生産になって、大量のものを生産しようとし、分

工場生産の有様を報告していた。エビはわれわれの

業が成立し、機械が導入され、流れ作業が行なわれ

常識では、海でとれるものである。それもメキシコ

るようになって、はじめてシステムということが問

の海に多いと聞いていた。もしそれを大量にとろう

題になって来たのである。さまざまな機械や人間の

とすれば、従来の常識では多数の船団をおくりこん

働きを一定の目的にむかって合理的に組み合わせて

で、捕獲の仕方を工夫してといった方向の工夫をす

行くことが必要になる。それは一人の職人が始めか

る。所がそれを人工孵化をして、養殖してこれまで

ら終りまで思いのままに行動するのとはちがって、

とは全く異ったやり方で生産するようになった。そ

人間の働き方も、機械の

れには、エビの生態についての精細な研究があった

おかれ方も、相互に関連がつけられて、それで全体

のである。どういう温度で生棲し、どのような餌を

の生産工程となる。要素の組み合せが合理的に計算

とっているかなどと詳しい分析がなされる。それが

されていなくてはならない。そういうようになって

土台になって、エビを生産するプロセスを一つのシ

はじめて、システムという考え方が出て来たのであ

ステムとしてつくり直すのである。これが今までと

る。

全く異ったシステムを生み出すことになるのである。
このように同じ目的のものをつくり出すのにも、

このシステムも時代と共に発展する。分業という
生産の形も一つのシステムをもって行なわれたが、

全く異ったシステムが生れる。それは要素分析が

自動車生産で、流れ作業というようなシステムが実

精細に行なわれて、さまざまな要素の組み合せ方

現した時は、全く新しいシステムであった。更に自

が、より合理的なものとなって行くからであろう。

動機械ができてトランスファー・マシンを使ったオ

そこに進歩があるのである。
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Ⅱ 学習システムへの反省

れを生産するシステムがつくられる。
それは極めて具
体的なもので、とくに物であるから、数値で表現され

（１）学習の目標を具体的に考えること

る。
私は人間の教育を物の生産と同じに考えよという

ここで教育についてのシステムを考えてみよう。

のではないが、
出来上った人間がどういう人間である

私がここで言うシステムは学習のシステムである。

かの青写真の描き方が、
現在のような描き方でよいか

教育システムというと、すぐに制度的なものが頭に

どうかは検討してみる必要があると思うのである。
目

浮ぶ習慣があるが、今問題にするのは、もっと具体

標の描き方が極めて抽象的である。或は象徴的表現、

的な学習の場のシステムである。

比喩的表現であって、具体的なものがない。つまり目

現在でもわれわれは一つのシステムをもっている

標の中味がはっきりしないのである。
たとえば何々の

といってよい。それを私は教師―生徒集団システム

知識をもつといっても、それは、金を持つように手に

と呼ぶ。このシステムは、それなりにある考え方を

持つことでないことは当り前であるが、
それでは具体

もっていて、人間を育てる要素となるものをその考

的にはどういうことなのか。人間は働くもの、行動を

え方に基いて組み合せている。しかしそれはもちろ

するものであるから、
人間としてどう働くことができ

ん生産の場のシステムのように計算されたものでな

ることなのか、
どういう行動をすることができること

い。いなある意味で、近代産業以前の職人の生産に

なのか、そういう描き方をしなければ、目的関数とな

似ている。

らないのではないか。

教師―生徒集団システムでは目的関数は何であろ

（２）目標と人間観の転換

うか。実はそれがあまりはっきりしていないのであ
る。成程教育の目標はさまざまな言葉で語られ、学

このことは、目標を細かく表現すればよいという

習指導要領では各教科についての目標も詳しく語ら

ことを言っているのではない。いくら細かく表現し

れている。それはそうであるが、肝心の人間がどう

ても、これまでわれわれが考えているような構えで、

いう製品（？）になることなのかがはっきりしない

或は姿勢で目標を考えていてはだめなのではないか

のである。つまり生産にたとえれば、生産される製

ということを言っているのである。そこには知識と

品がどういうものかを数量的にはっきりと表現され

いうものが何か人間の外にあるものであって、人間

なければ、生産活動はおこらない。つまりシステム

はそれを与えられる、持つ、理解するというように

は設計されないのである。人間の教育についても、

考えられている。詳しく、細かく表現するとなると、

考え方は同様であろう。どういう人間となるかがは

その外にある知識の叙述が細かくなるだけである。

っきり目的関数として描かれなければならないので

それはどこまで行っても、人間の姿を描き出して来

ある。

ない。たとえば、動物について理解するということ

例えば知識を与えるというような言い方はごく当

を細かくすると、それが動物の種類となって、犬だ

り前の言葉として使われている。生徒の方について

の馬だの牛だのとなり、それを細かくということに

言えば、知識をもつことであり、或は別な言い方で、

なると、犬の種類になり、馬の種類になるといった

理解するなどという。現在の教育の目標を語る言葉

形である。それはどこまでいっても、動物について

はこういう言葉であるが、そこに問題があるのでは

理解するとか、知識をもつとかということは人間の

ないか。何々を理解させる、何々の知識をもたせる

働きとして、人間がどうなることかということを明

という目的は、具体的な人間生産の目的関数となら

らかにしないのである。

ないのではないか。

教育の目標について、こういう考え方の傾向があ

生産の場合は、製品の青写真が出来てはじめて、そ

るのは、人間というものについての考え方の問題が
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あるように思われる。つまり人間というものを、知

とする。この選手が、これから一年の中に１０秒５ま

識をもつものだという程度にしか考えていないとい

でになろうとする。周囲の人もそれを目標にして、

うことである。誇張した言い方をすれば、人間容器

いろいろと教育する。この時の目標はかなり具体的

観の上に立っているということである。人間が容器

である。しかしよく考えてみると、それではどうす

だと割り切れば、その容器の中に入るものをあげれ

るのかというと、ただ０．５秒だけ早くなればよいと

ばよいということになる。

いうことでは、教育はどうしたらよいかわからない

それではどうしても不満足だというのは、人間を

のである。それは機械の生産について言えばもうす

ただそういう容器としてみることにあきたりない考

こしよい機械をつくるといったにすぎない。どこを

え方があるからであろう。それがなければ、何も問

どうするのかがはっきりしなければ生産に入ること

題はない。容器の中にいれる知識の項目があげられ

はできない。それとおなじように０．５秒早くするだ

れば、それで安心して、それを与えることに専心す

けでは、教育や訓練ははじまらない。足のあげ方、

ることになる。

手のふり方、上体の姿勢など、どこをどうするのか

与えることに専心するといっても、与えるとか、

つまり選手の行動の仕方、体の動かし方、筋肉の使

また与えられたものを受けとるとはどういうことな

い方をどうするかが考えられれば、そこで教育が成

のかの疑問を抱けばまた問題が起って来るが、人間

り立つのである。教育の目標値を描くということは

は容器だから、与えれば受けとるものなのだと割り

そういうことなのである。こういう考え方で目標値

切ってしまえばそれはそれで一つの考え方として成

を描かなければ、運動の選手にしても、ただ走って

り立つ。知識とは言語による表現であるから、それ

いることになり、走って居れば早くなるなどという

は言語によって与える。つまり話をするか、書物を

全く必然性のない練習をくりかえすことになる。科

読ませるか、それで与えられるものであると断定し

学的練習法というのはそういうことでない。

てしまう。そうすれば、与えるとは一生懸命しゃべ

運動のような身体を動かすことについては比較的

ることであるとも言える。教室でわかったか、おぼ

わかりやすいが、ものを見るとか、考えるということ

えておけというような言葉は最も多く使われるが、

になると、立場の転換がむずかしいのである。しかし

それは上のような考え方の上に成り立つものと考え

運動の場合でも、
結局は自分の脳の働きを訓練するの

れば至極もっともなことである。

であって、
決してただ足や手を動かすということでは

今私が目標の描き方を検討せよというのは、こう

ない。
足や手を動かすのがそもそも脳の働きなのであ

いう考え方を清算する必要があるということを言っ

る。ものを見るとか、考えるとかいうのだから本来同

ているのである。人間は知識のいれものだという考

じことなのである。
どういう神経をどう動かすかとい

え方に立っていては、いかに目標を具体的になどと

うことが基本的なポイントなのである。

いっても、むだであろう。

（４）学習の場の構造

（３）目標を行動として考えること

人間の働きとして、教育の目標を考え直すという

目標に中味をもりこむという意味で目標値などと

ことが、現在の教育システムを合理的科学的なもの

いう言葉を使っているが、この目標値にしても、立

にする大切なポイントである。現在の教師―生徒集

場を転換しなければあまり意味がない。人間の行動

団システムはその点があいまいである。だからシス

の仕方として、中味を考える、値を出すという方向

テムとしての体をなさないのである。つまり目的関

で考えるのである。

数がはっきりしないから、変数との関係をはっきり

たとえば、ここに１００米を１１秒で走る選手がいる

させようがないのである。教師の働きもどこにどう
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位置づいているのか、或は教育の場を構成している

知識そのものが盛られてあるのが教科書だという考

もう一つの大きな要素、教材、教科書も、どういう

え方があるのである。

必然的関係が目的関数との間にあるのかをつかむこ

人間は知識をもる器で、その知識が教科書に盛ら

とができない。

れてあるというのは多少矛盾のようでもあるが、一

そういう状態のままで、ただ昔からやって来てい

生懸命教科書をおぼえる。それが教育だということ

る習慣的な教育活動をやっているのである。それで

になるのである。それと関連して教師の役割もきま

もともかく人間になって行くから全然役に立たない

って来る。教科書の中の知識を人間に注入する仲介

ことはないのであるが、教育とはそういうものだと

をするのが教師である。教師はだから教科書よりは

いう惰性で行なわれているのが、現在のシステムに

るかにゆっくりと、つまりスモールステップで話を

おける教育だということになる。

する。それが、生徒にわかったと思わせる理由であ

人間観は教師の活動を規定している。知識のいれ

る。そしてそこまでで教師の役割は終ることになる。

ものに知識をつめこむにはどうするか、教師がしゃ

教師は、だから、わかったか、おぼえておけと言

べるという考え方以外にはないということになる。

えばよいのである。わかったものは、おぼえられる

教師のしゃべるのを聞くかわりに生徒の側から言え

という前提があるようにも見える。といって、本当

ば、書かれたものを読むという活動があるが、読む

にわかったものはおぼえられると心から信じている

より話を聞く方がよりよいという考え方がある。本

かというとそうでもないのである。その時わかって

質的にそうだというのではない。つまり目で字を読

もすぐ忘れてしまうことは、常に経験していること

むより、耳で聞く方がよいということはないのであ

である。そのことをもっとよく反省すると、大切な

る。目と耳の関係ではなく、むしろ教師の話や、教

ことがわかって来るのだが、それ以上は考えないか

科書という具体的な形をとってあらわれたものが、

ら、うやむやの中にすぎてしまう。教師は、生徒に

どういう現実の場で役割を果しているかという問題

予習や復習を要求する。この復習というのは、つま

なのである。

りくりかえすということなのであるが、それが何を

つまり教科書は、最初から教師が解説をすること

意味するかを余り深く追究しない。教師の仕事は、

を予想してつくられているのである。教師がゆっく

わかったと思わせれば、それで終る。あとはそれを

り解説してくれるから、あまりくだくだしく書かな

おぼえておけばよいと考える。つまり人間は知識の

いとか、結論だけを述べてあるとか、考え方は省略

いれものだから、そこへ注入したことになる。注入

してあるとか、つまり一番大切なもの―それが知識

されたものを保持するかしないかはその器のよしあ

だと考えられているが―だけを提示してあるのであ

しによると考える。

る。人間に知識をもる、その知識の精髄が出ている

人間容器観は、このようにして、教師の活動を規

のが教科書なのである。

定し、教科書のあり方を規定しているのである。こ

そして教師はそれを解説して、教科書の中に書か

れが現在もっているわれわれの学習のシステムなの

れてある結論が出て来る筋道をたどらせて、なる程

である。

と納得させればよいということになっている。だか
ら教師の話をきいたら、よくわかったと思うのであ

Ⅲ 新しい人間観

る。教科書でも、教師が説明するように書けば、よ
くわかるように書ける筈なのである。ただそういう

（１）自動制御システム的人間

教科書をつくる習慣がないだけのことである。その
根底にあるのは、人間という知識をもる器にいれる

教育の対象としての人間を知識の容器と考えるの
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はおかしいということは誰も知っている。人間が単

はそういう働きによって保持されている。

にいれものでないこと位は、誰も知っている。知識

大人になっても、この種の働きは沢山もっている。

の容器という言い方はもちろん比喩的な言い方であ

暑いときに汗をかく、これも人間がもっている外界

る。本当にいれものというように考えているわけで

の温度測定機能を働かして一定温度以上になると発

はないが問題は実は別な所にある。つまりいれもの

汗をして体温調節をしているのである。これはわれ

という比喩以上に説明できないということである。

われが意識して、汗をかこうと思ってかくことはで

いれものでは人間という働きを説明できないのであ

きない。神経系がやっていてくれるのである。

る。人間は単にいれものでなく、その知識を使って

足のどこかを針でさされたら、とたんに飛びあが

いろいろな働きをする。その働きをどう説明するの

る。とびあがろうと思ってとびあがるのではない。

か。行動する主体である人間は、どういう形をとっ

痛いからとびあがったというような言い方をするが、

て行動するのであろうか。それを説明することはで

痛いという意識があって、それからとびあがるので

きないのか。

はない。とび上って痛いと感じるといった方が本当

人間の働きを具体的に、事実に即してとらえるこ

であろう。

とが、こういう問題に対する解答を与えることにな

こういう行動をする神経系の働きは、神経系を走

ろう。脳科学はそういうことをなしとげつつある。

る信号によって行なわれる。この信号は非常に簡単

もちろんまだまだ明確になったという所まで行って

なトントンという信号である。その信号を伝えて、

いないが、しかし容器だというようなあいまいな考

筋肉を動かしたり、ものを識別したりするのである。

え方を突破している。

（２）学習する神経系（脳系）

赤ん坊の行動を客観的にとらえてみる。生れたば
かりの赤ん坊がスヤスヤ眠っている。お腹がすくと

この神経系は、学習する。新しい反射行動をどん

オギャオギャと泣き出す。お腹がすくというのは実

どん身につけて行く。赤ん坊を抱くと抱きぐせがつ

は、わきからの解釈である。しかしその解釈はまち

くという。このくせがつくというのは、神経系が新

がっていない。母親が抱きあげて、オッパイを与え

しい反射行動をおぼえるのである。今までは経験し

ると、泣きやんでオッパイを吸う。そして腹一杯に

なかった外界の状況を経験することによって新しい

吸うと、やがて乳首をはなして、また目をつむって

反応の仕方をおぼえるのである。赤ん坊の行動を自

スヤスヤと眠ってしまう。これはどういう風に考え

動制御システムといったが、この自動制御システム

るのか。自動制御システムと考えたら、よくわかる

は、人間のつくった機械的システムのように、一度

のではないか。赤ん坊の神経系が、おなかのすいた

つくられたらそれ以上のことをしない、というよう

状態を信号として受けとる。つまり胃の中の神経末

なものでなく、実に利巧なものである。生きている

端がそういう状態を受けとる。血液の濃度を神経が

自動制御システムは、どんどん新しい機能を拡充し

測定する。それが大脳を通って、声帯やくちびるの

て行くのである。生れながらもっている反射行動の

筋肉を動かす神経を動かして、泣くという現象がお

回路があることは確かである。先天的な反射回路と

こる。

でも言うべきであろうか。それに対して、後天的反

反対におなかが一杯になると、オッパイを口から

射回路をふやして行くことができるのが人間自動制

はなし、目をつぶってしまうという神経の系統をは

御システムの特色である。

たらかす。これらは、大脳を中枢とする神経系の自

そして、その後天的回路は、経験すること、つま

動的な働きであるといってよいであろう。生れなが

り行動すること、新しい状況におかれ、そこで反応

らもっている反射行動の系統である。赤ん坊の生命

させられることによってふえて行くのである。赤ん
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坊に抱きぐせがつくというような場合もあれば、も

ただけでつばが出る。言葉も全くおなじ反射行動に

っと複雑な場合ある。一生懸命努力して、おぼえる

乗るのである。言葉が生れて、神経系を走る信号の

苦心をして、そうして身につくような反射活動もあ

量がふえたということになる。

る。ダンスをおぼえるというような例はそうであろ

知識というものは何であろうか。梅干をたべると

う。おぼえるには努力を要する。おぼえてしまえば

つばが出るというのは事実を表現した命題である。

針をさされた足がとび上るのとおなじようにひとり

それは人間の反射行動をあらわしたものである。自

でに足が動くようになる。後天的にできあがる反射

分の反射行動を、もう一つの自分がみて、それを表

活動といってよいであろう。

現したものということができよう。それが知識なの

人間の行動をみていると、後天的にできあがった

である。事実を言語によって分析し、総合したもの

反射活動は非常に多い。大部分はそういう行動だと

が知識であろう。知識というのは、人間の外にある

いってよいのかも知れない。鉛筆をもって字をかく

のでなく、人間の行動の表現なのである。行動を表

という行動でもいってみれば、そういう反射活動で

現するというのは、その行動を人間ができるという

ある。いちいち考えてやっているわけではない。考

ことが前提としてある。知識をもつというのは、言

えるというような行動をしているわけではない。も

語信号系を使って反射行動でできることが前提であ

のを言うのでもそうである。

って、それをもう一つの自分が見て、その行動を言
語で表現することができるということである。

（３）言語信号系

知識は言語と関係があるが、知識をもつというの

後天的な反射行動のうち、特に言語は注目すべき

は、ただ言語をもつということでない。言葉だけの

ものである。言語がなければ人間は動物と同じであ

世界というのは知識とは関係がない。言葉があらわ

る。たとえば犬を考えてみる。犬が水を呑む。それ

す事実に対して、反射行動が成立していること、そ

はそういう事実があるだけであって、水とか、のむ

れが言語信号系と結びあっていることが知識という

とかいうものがあるとは考えられない。つまり未分

ものの特色である。知識はだから人間からはなれて

化の事実があるのである。言葉が生じると、世界は

あるものでない。それが人間からはなれてあるかの

分化する。水、のむなどと分れて行く。更にコップ

如く見られるのは、視覚言語が生れてそれを客観的

の中の水であり、手にもって口でのむというように

にあらわし、書物の中に表現することが出来るよう

どこまでも細かく分けるようになる。分けたものを

になったからである。しかしそれは知識の影であっ

合わせて、一つの事実を表現する。分析と総合とい

て、知識の本物は人間の反射行動として存在してい

ってもよいであろう。

るものなのである。そう考えると知識は与えられる

しかしこの言語も神経系を走る信号であることに

ものでなく、人間がそれぞれ一人一人で獲得するも

おいては、他の後天的反射行動と全然かわりはない。

のなのである。

梅干を食べるとつばが出る。その経験をすると、こ
んどは見ただけでもつばが出る。そこに若し言葉が

（日本生産性本部プログラム教育研究所長）

入って、梅干という言葉をおぼえると、言葉を聞い
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