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脳科学の成果を子ども研究に応用するための課題｡

－学校カリキュラムへの示唆を中心に－

緩利誠

序研究の目的及び問題の所在

本研究の目的は、子どもの学習経験を充実させるために必要な学校カリキュラムの条件と

課題について、脳科学の成果が明らかにした知能論の観点から示唆を得ることである。

脳科学と教育を関連づけようとする試みとして、2001年より「脳科学と教育」研究が、

文部科学省と科学技術振興機構によって実施され始めた。国際的にもOECD-CERI(経済協

力開発機構一教育研究革新センター）が、学習科学と脳研究に関するプロジェクトを企画し、

2002年4月より国際的な研究ネットワークを構築した。これらのプロジェクトは、脳科学

の研究領域の一つである「脳を育む」領域に位置づけられる。近年では、乳幼児、高齢者、

あるいは特別なニーズをもつ子どもを対象とした研究が盛んに行われている。特に、日本の

研究動向としては、子どもの社会性への関心が非常に高まってきており、社会性を育むこと

を目的とした調査研究等も実施され始めている。

これらの脳科学と教育を結びつけようとする試みが行われる契機となったのは、1990年

代以降の脳科学における研究手法の開発である。とりわけ、脳の活動状態を外部から観察

可能にした脳イメージング技術(2)による影響が大きい。脳と教育を関連づけた研究成果では、

川島隆太の「簡単な読み書き算」に見られるように、脳の活性化という概念が鍵となる。こ

の活性化とは脳イメージング技術によって裏付けられた概念である。例えばfMRIは、被験

者がある課題を遂行した際の神経活動に伴う血液の流れの変化を測定しており、血流量が増

加した状態を活性化として表現する｡｢脳を育む」研究領域では、脳が活性化することによっ

て、シナプスの増加などといった神経細胞間のつながりを強化することを学習と捉える傾向

にある。特に、乳幼児期の学習が最重視され、その時期に必要な刺激を与え、脳を活性化さ

せることが重要だと考えられる。

しかし、近年の脳科学の流行に伴い、マスメディアでは「活性化」概念が過大に扱われて

いる傾向にあると筆者は考える。多くの著書では、脳を活性化させていれば脳を鍛えること

ができ、脳は身体と同じく鍛えるものであるとされる。しかし、確かに脳は使うことによっ

て育まれるかもしれないが、果たして脳は鍛えられるものなのだろうか。活性化という概念

と鍛えるという用語を併せて用いることによって特別な意味が付与されてしまう。例えば

｢脳を鍛える」ではなく、「脳が学習する」という考え方をすれば、学習によって「何を｣「ど
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のように」経験したのかという、その中身が問われる。｢脳を鍛える」という発想ではこの点

が看過される可能性があり、子どもの学習経験の充実度を検討するためには学習経験の質的

な側面までを対象に据える必要がある。これらのことを踏まえると、脳科学による教育への

提案が行われる際に、「脳を育む」研究で鍵となる「活性化」概念がどのように用いられて

いるか、その妥当性を吟味する必要がある。

そこで本稿では、「活性化」概念について、子どもの学習や発達を規定する知能論の観点

から検討し、子どもの学習経験を充実させる学校カリキュラムの条件を考察する。なぜなら、

知能の捉え方次第で重要視される学習経験も変化し、その学習経験を充実させるための学校

カリキュラムの条件も異なるからである。また、脳を活性化させれば良いと主張する脳科学

者が提案する教育で前提とされる知能観を検討することによって、それらがどのような学習

経験を子どもに蓄積させようとしているのか、その特徴を把握することができる。子どもの

側から学校カリキュラムを考察するためには、どのような知能を用いた日々の学習により、

いかに学習経験を蓄積させるのかが鍵となる。

以下では、教育への提案を行う様々な論者が、どういった知能観を前提としているかは明

示的でないことが多い。その前提は提案された教育の内容を検討することを通して明らかに

なる。特に近年の「脳を育む」研究では乳幼児期における学習が注目されており、脳科学に

よる早期教育への言及が行われ始めている。そこで、まず乳幼児期における早期教育に焦点

をおいて、脳科学による提案を検討し、その議論で前提とされる知能の概念を指摘する。次

に、早期教育を含めた従来の教育に関する議論で前提とされてきた知能の概念を近年の脳科

学や認知心理学の成果から再検討する。最後に、知能論の観点から学習経験を充実させるた

めの学校カリキュラムの条件と課題について考察する。

1．脳科学の成果を用いた早期教育の批判的検討

(1)早期教育を巡る論点

「脳を育む」研究では、その範囲として乳幼児期から高齢期までの生涯学習を対象に各発

達期の脳の発達メカニズムについて検討がなされてきた。例えば、OECD-CERIの研究プロ

ジェクトでは、「脳の発達と生涯にわたる学習」というネットワークが構築され、日本の理

化学研究所が調整役を担っている。それらの研究では、脳が最も顕著に発達する乳幼児期

の重要性が指摘され、その一方で、高齢者の脳機能の程度を維持するための方策について

検討された。その際のキーワードは「可塑性」(plasticity)と「感受期」(sensitiveperiod)であ

る。可塑性とは、感覚などの体験によって脳の神経回路が変わる性質を指し、感受期とは、

特定の生物学的な事象が、最上な形で起こりうる時間枠を意味する(OECE-CERI2002=訳

2005,133-134頁)。脳の可塑性が保持されていないと学習によって高齢者の脳機能の程度

を維持することができない。一方で、乳幼児期には脳の可塑性が高く保持され、いくつかの

脳機能には感受期が存在すると指摘されているため、早期教育が注目される。

早期教育についてはこれまで様々な議論がされてきた。その代表例が「三歳児神話」であ

る。この神話では、三歳までが脳機能の発達を決定づけるのに重要な時期であり、その後は
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変化に対して脳の反応は鈍くなると考えられる。これは現在では感受期の極端な考え方の一

つとして理解されている。確かに様々な脳の形態的な発達は乳幼児期に集中しており、最も

高次な認知機能を担う前頭連合野の発達も10歳頃が発達のピークとして考えられる。しか

しながら、10歳までで全ての脳の発達が決定されるのではない。例えば、前頭連合野は10

歳頃をピークに20歳頃まで発達が続くと言われ、記憶を担う海馬は生涯を通じて脳の可塑

性を高く保持する（池谷,2001)。さらには、思春期の子どもに特徴的に発達する脳部位に

ついても指摘され始めた(Strauch,2003=訳2004)。すなわち、乳幼児期はさまざまな脳

機能の発達にとって極めて重要な時期ではあるが、その時期で全てが決定されるわけではな

い。

感受期とは、脳の可塑性が高い期間を意味するが、この可塑性には「機能的可塑性」と「形

態的可塑性」がある（ヘンシュ，2003)。前者は、「固定されている神経細胞の結合の、伝

達効率が変わる」ことを指し、後者は「伝達の配線、つまり細胞同士の結合自体が変わって

しまう」性質を示す。特に形態的可塑性が乳幼児期に高く保持され、その形態的な変化は適

切な時期において継続的に使用される頻度に左右される。そのため、感受期に応じた学習経

験の連続性が重要と考えられる。とはいえ、全ての脳機能に「感受期」があるとは明らかに

はされておらず、また早期教育で一般的に論拠とされる研究成果は基本的に動物実験による

ものが多い。現状では視覚野の感受期を巡る脳内メカニズムが動物実験によって詳細に明ら

かになってきているが、言語習得や絶対音感などの感受期については、脳科学による裏付け

ははっきりとしていない。加藤・伊藤（2004,4頁）が指摘するように、「脳を育む」研究

では「動物実験を主体とする現在の脳科学からヒトを対象とした脳科学への発展を目指して

いる」のであり、「ラットやマウスにおける成果を直接ヒトに応用する際には多様な解釈が

可能であるため、育児や教育への安易な応用には慎重でなければならない｣。例えば、榊原

(2004）は、動物実験によって明らかにされた臨界期や感受期の存在を拡大解釈して早期教

育の論拠とすることに注意を促している。

この「感受期」を巡る問題を考えるにあたって、脳の発達を「経験予期型」(experienced-

expectant)と「経験依存型」(expelienced-dependent)とに分けることが有益である。前者は、

｢機能性神経システムにおいて、そのシステムの発達が、種のすべての成員にとってほぼ同

じである不変の環境入力に、決定的に左右されるような特性」であり、後者が「機能性神

経システムにおいて、体験の差異によって機能の差異が引き起こされるような特性」を指

す(OECD-CERI2002=訳2005,128頁)。すなわち、いくつかの脳機能には遺伝的要因

が強い感受期が関係する前者の経験予期型の発達があり、後者の経験依存型の発達によって、

様々な社会・文化的環境の差異が生じると理解できる。この前提を踏まえた上で、Koizumi

(1999)が指摘した通り、認知機能を獲得する感受期に応じて、個々人の学習能力を適切に

発達させる必要がある。このように、脳の発達という観点から早期教育を考えた場合、社会

で生きていくために必要な能力、例えば社会性の基礎となる愛着等を獲得するための乳幼児

期の学習経験が子どもの発達にとって適切か否かが問題となるのである。一方で、何か特別

な能力を獲得させる、あるいは学校で扱う学習内容を早修させるために早期教育が必要であ

ると裏付ける脳科学による根拠はない。
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(2)早期教育の議論に潜む知能観

実際に、脳科学者は、脳が最も発達すると考えられる乳幼児期を重視する一方で、早期教

育には慎重な発言を行っている。例えば、津本(2005,50頁）は、「ある種の能力の発達に

とって、早期教育は意味がある。しかしだからといって、早期教育がさまざまな脳機能の偏

りのない発達に貢献するかどうかは、疑問である」と指摘した。また、小西(2003)は、早

期教育に懐疑的な理由として、①科学で解明できたことがあまりにも少なすぎる、②過剰な

早期教育が、子どもの限られた時間と脳に負担をかけてしまう可能性が高い、そして、③親

たちの期待や過大な願望が叶えられなかった場合、その失望感が親子関係にどのような影響

を与えるかが心配であると、過剰な早期教育を批判する。

その背景の一つには、これまで教育に関する議論で前提とされてきた知能検査によって測

定されるIQという知能の概念が挙げられ、現在でも「IQ神話」が根強く残っている。その

神話では、知能検査によって測定されたIQの値が高い子どもほど「頭が良い」とされ、そ

の後の成功を予期するものとして捉えられる。したがって、早期教育ではIQの値を高めれ

ば良いと信じられる。このIQの値が社会的に容易に受け入れられた要因の一つに、知能を

単純な数値として表現することの簡便さがある。知能が一つの基準に従って数値化された結

果、他者との比較を容易にさせ、序列化や選別が行われる結果につながるわけだが、問題は

その検査によって「何を」知能として測定したのかいうことである。知能検査の種類によっ

て多少の差異はあるだろうが、それらは「より多くの問題を限られた時間内においてより正

確により速く処理する」ような能力が知能観として想定されていた。すなわち、IQという

値は、この知能観に基づいて策定される知能検査の項目に依存しているのであり、項目とし

て選ばれていない能力は知能として認められない。そのため、知能検査で測定される項目が

なぜ知能として認められるかどうかは窓意的であり、近年ではIQの値は限定的に捉えられ

ている。

この「IQ神話」に加え、早期教育では右脳を鍛えれば創造性が育成されると「右脳神話」

も考えられた。この神話では右脳と左脳に局在する脳機能が異なるという点に着目し、言語

や論理などを司る左脳だけではなく、直観や図などを処理する空間的思考を担う右脳を積極

的に刺激するような早期教育を行えば創造性が育成されると強調される。確かに右脳に局在

する機能を刺激すればその機能は高まるかもしれないが、問題はそれが創造性と関連づけら

れたことである。右脳を刺激さえすれば創造性が高まるという因果関係は実証されておらず、

また、左脳が創造性とは無縁であるとは言えない。結果的に「右脳神話」において実践され

た早期教育では、例えば、フラッシュカードを繰り返し行わせるなど、そこで必要とされる

能力は基本的にはIQを測定する知能検査で求められる能力と類似している。

(3)「脳を鍛える」という発想が抱えもつ問題点

近年では、右脳と左脳という左右を基準とした分類だけではなく、脳幹、大脳辺縁系、大

脳皮質という上下関係、さらには前頭葉とその他の大脳皮質（側頭葉頭頂葉、後頭葉）と

いった前後関係による区分で脳の働きが理解される。特に、人間で最も発達した脳部位であ
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る前頭連合野が問題解決能力や社会性を担っていると考えられ、その脳部位を「活性化」さ

せることが重要であると考えられるようになった。その一つの例が、百マス計算や簡単な読

み書き算である。川島（2004）は、簡単な読み書き算を行うことが前頭連合野を広範に活

性化させる点に注目し、それを繰り返すことによって、認知症を患った高齢者の生活態度に

改善が見られると指摘し、学習療法を提唱した。一方で、子どもの場合は学習に取り組む前

のウオーミングアップの効果があると指摘した（川島・陰山・杉田，2004)。

川島が前頭連合野を広範に「活性化」させることをもとに教育への示唆を試みたの対して、

澤口は一般的知能(Generallntelligence:以下IQg)に注目することによって、前頭連合野の

一部分を「活性化」させる必要があるとする。澤口は知能が多重に並列して存在すると指摘

した上で、脳構造の階層性に着目する。つまり、多重知能を「統合」する脳機能として、前

頭連合野の知能、HQ論(3)を提唱し、その中心要素としてIQg(4)を挙げ（澤口,2005)、それ

をトレーニングするためのソフトを開発した(5)。そのソフトでは澤口が提唱するHQ論にお

ける基本的な機能の要素として①反応速度、②反応抑制、③短期記憶処理（ワーキングメモ

リー)、そして④展望性記憶を測定項目に挙げ、それぞれに課題が設定されている。これら

の課題を繰り返すことによって、前頭連合野を「活性化」させ、IQgが鍛えられるとされて

いる。川島や澤口の師である久保田（2006）は、川島の研究については、「音読や計算が認

知症の改善に有効だ｣(255頁）と実証するための論拠が不十分であると指摘し、論理の飛躍

があると指摘する。その一方で、「ワーキングメモリーの能力を高める良いドリルがほしい

ですね｣(257頁）と澤口と類似した立場を表明している。このように、上述した川島や澤口

の教育への提案に見られる図式は、「前頭連合野を活性化させることによって、前頭連合野

を鍛える」というものである。鍛えるために用いられるのは機械的なドリルやゲームであり、

それらを数多く繰り返すことを必要する。それはまるでスポーツ選手が鍛えたい筋肉を使う

トレーニングを反復するのと同一である。注目すべきは、その際の基本原理は、IQを測定

する知能検査で求められる学習能力、すなわち「より多くの問題を限られた時間内において

より正確により速く処理する」能力と同じだという点である。

しかし、脳を活性化することと脳機能を高めることは必ずしも同一ではない。榊原

(2004,182頁）は、「血流が多い部分は、そうすることによって機能がどんどん高まって

いるのではなく、単純に担当する神経細胞が活動することの反映で血流が増えているだけな

のだ。前頭葉の血流が増える作業を続けると、前頭葉機能が高まる、というのはまったく根

拠のない仮定にしかすぎないのだ」と指摘する。また、久保田（2006,242頁）も、「たと

えば、『fMRIで前頭前野の活性化が見られた』というと、一般の方は“前頭前野の働きが増

した”と思われるでしょうし、そう書籍に書いている学者もたくさんいますが、それは正し

くないのです。あくまでも“前頭前野の血流量が増した”というだけの意味であって、最近

の研究では“前頭前野の血流量が減った”ときに“前頭前野の働きが増す場面もある”こと

がたくさん報告されています」と述べている。いわゆる、学習とは脳機能を高めることであ

り、脳を活性化することを意味しない。脳は学習によって脳を効率的に用いるようになるの

であり、その結果、久保田が指摘したように血流量自体は節約されることがある。すなわち、

活性化することと学習することとは異なった次元である(6)。
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ここで考慮すべきことは、「脳を鍛える」という名目のもと行われた学習を通じて、子ど

もがどのような学習経験を蓄積するかということである。前頭連合野の機能を高めるために

は、ドリルを用いなくてはいけないという必然性はない。例えば、寺沢(2001)は野外キ

ャンプでの身体を通じた他者とのコミュニケーションの機会を増やすことによって前頭葉の

機能が高まると指摘している。したがって、乳幼児期から学齢期にかけて子どもが必要とす

る学習経験の連続性を捉える視点が必要である。この学習経験の中身を、カリキュラム研究

では教授内容に照合して吟味することを重視する。すなわち、「学習」という概念は結果と

して学習されるものを必須とするが、活性化概念と結びつけられた「鍛える」という概念で

は必ずしもそうではなく、何が学習されたかがあいまいにされてしまう危険がある。

2．多重知能論から子どもの学習経験への示唆

IQgを想定する立場があるとはいえ、近年の脳科学は、多元的な知能が脳構造に即して機

能することを明らかにした。さらに、近年の認知心理学における知能論は、脳内だけの働き

として知能を捉えるのではなく、生物学的な基盤と環境要因との複雑な相互作用を重視する。

｢脳を育む」研究の主導的役割を担う小泉も脳と環境の相互作用を重視しているが、現在の

脳科学的手法では必ずしも十分に捉えられていない。脳科学と心理学を架橋させる研究も行

われてきており、知能の捉え方という点においては認知心理学の理論から学ぶべき点が多い。

それらの中でも特に教育への応用が積極的に図られている代表例として、Gardner(1983)の

｢多重知能論｣(Multiplelntelligences)がある。

Gardner(1999=訳2001)は、知能の概念を「情報を処理する生物心理学的な潜在能力であ

って、ある文化で価値のある問題を解決したり成果を創造したりするような、文化的な場面

で活性化されることができるものである｣(46-47頁）と定義し、文化的文脈との相互作用を

重視する。また、この理論では、主に言語的知能、身体運動的知能、空間的知能、論理数学

的知能、音楽的知能、対人的知能、内省的知能、及び博物学的知能の8つが相対的に独立

し質的に異なって存在すると考えられている。特にIQが一つの数値をもとに序列化するの

に対して、多重知能の概念は子どもの学習経験のあり方を多元化させる。さらに、多重知能

は環境との相互作用を通じて蓄積された乳幼児期からの学習経験に基づいて、異なった発達

の軌跡をたどるため、個々人の知能のプロフィールが個性的に形成される。

その他にも、Gardner自身は知能として認めていないが、注目できる理論として情動知能

がある（例えば、Goleman,1995=訳1996)。この知能は、前頭連合野という人間で最も発

達した脳部位が担うと考えられており（澤口,1999)、自らの感情をコントロールすること

を重視する。例えば、「脳を育む」研究の一環として実施されている「情動の科学的解明と

教育等への応用に関する検討会｣(2005）などで議論された「キレる子」などの問題は、こ

の情動知能と関連する。すなわち、「キレる」という問題行動を「心」といった漠然とした

概念に起因させるのではなく、自らの感情あるいは情動をいかに認知するかという知的側面

の一つとして捉えなおすことによって、その知能を学習させるという方策をとれる。

しかしながら、脳内に局在する多元的な知能は、それ自体はあくまでも潜在的な能力であ
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り、外部から実体として観察できない。知能として評価されるか否かは社会・文化的環境に

影響されるため、知能は環境との相互作用の産物として外界に表出される。脳科学は脳内の

｢活性化」現象に見られる刺激一反応関係で知能の働きを議論する傾向にあるが、脳が「活

性化」された結果、外界に表出された学習行動をもとに知能を検討する必要がある。

3．プロジェクト・スペクトラムの成果

う°ロジェクト・スペクトラムとは、「子どもたちが幼稚園及び小学校低学年の教室にもち

こむ多様な興味と能力を尊重したカリキュラムと評価への代替的なアプローチを開発する」

(Chen,ern/1998,p.xiii)ために実施された教育評価研究の一つである。プロジェクト名であ

る「スペクトラム」とは、「それぞれの子どもたちが示すと予期した知能、スタイル、傾向

の広範囲にわたる配列｣(Feldman1998,p.3)を意味する。このプロジェクトの理論的基礎を

与えたのが、Gardnerの多重知能論とFeldmanのノンユニヴァーサル理論である。Gardnerの

理論は先述した通りだが、Feldmanは従来の発達心理学が、ある一つの発達的な認知構造を

普遍化し、全ての人間が最終的にはある一定のレベルにまで必然的にかつ自然的に達成でき

ると想定していることを批判した。そして、「人間の活動に見られる多くの領域(domain)(7)

は発達的であり、全ての個人やグループに共通しているわけではなく、また全ての個人やグ

ループが各領域において成功する保証はない(Feldmanl998,p.10)」とし、どの領域で能力

を発揮しうるのかは個々人によって異なると考えた。

これらの理論をもとに実施されたプロジェクト・スペクトラムの枠組は､｢領域」と「鍵能

力｣(keyability)によって構成されている。最終的に実施されたプロジェクトでは、文化的に

価値があるとされた7つの領域(8)、すなわち「言語｣、「数学｣、「運動｣、「音楽｣、「科学｣、「社

会理解｣、及び「視覚芸術」が設定された。これらの各領域と多重知能とは対応関係にある

わけではなく、各領域において多重知能は組み合わさって機能するとされた。また、各領域

と多重知能論を関連づけるために鍵能力が設定され、その際にGardnerが多重知能論を分類

する基準の一つであった「最終状態(end-state)」の概念が用いられた。この概念は、特定

の領域において社会の中で活動を行っている人たちの社会状態あるいは社会的役割を指す。

例えば、言語の領域では、ジャーナリストや作家などが相当し、それらの社会的役割を果す

人々が示す能力の兆しと思われる能力を鍵能力として整理し、それらを評価の視点とする教

育実践が行われた。

このプロジェクトの結果、従来のカリキュラム及び評価では見出すことができなかった

個々 の子どもの「認知的長所」(cognitivestrength)を観察可能にし、「認知的長所」を発揮で

きた学習に没頭する様子が確認された。この評価研究における成果は、①カリキュラムの効

果を脳の機能系である多重知能というレンズを通して、子どもが実際に知能を発揮する場面

をもとに評価するという、継続的な観察にもとづく方法論を確立した点、②脳に機能局在す

る多重知能をもとに、「最終状態」の観点から鍵能力を設定することにより、これまで学校

教育が軽視してきた知能を見直し、より広い視野に立って学校知を再構成させる必要を明ら

かにした点、そして、③ある領域でそれぞれの子どもが特に示す「認知的長所」や興味を
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もとに、苦手な領域に「橋渡し｣(Bridging)できるという学び方の可能性を拓いた点にある。

これらの成果から、幼児期から学齢期にかけた子どもの中でも特定の子どものみにしか「認

知的長所」がないのではなく、それを発揮できる学校カリキュラムと評価される機会が全て

の子どもに与えられていないことが示唆される。なお、このプロジェクト・スペクトラムの

実践については日本でも山内・真宮(2002a,b)や中坪(2004)が幼小連携や幼年教育の

カリキュラムとの関連で紹介し、また、山内（2006）は、見えない学力を可視化する評価

方法としてプロジェクト・スペクトラムを評価している。さらに、紹介に留まらずに日本の

幼稚園における実施可能性について、中坪・平良(2004)が実験的に試みており、同様の成

果が確認されている。

4．学習スタイル研究からの示唆

「認知的長所」を学習行動として表出できるかどうかは学校カリキュラムが適切か否かで

決まる。その点を詳細に検討すると、知能と学習行動の間には学習スタイルが介在する。学

習スタイルに関する研究の蓄積は、認知心理学でなされてきており、自分の知能をどのよう

な仕方で発揮するのを好むかに関する概念として、認知とパーソナリティの接点に位置づけ

られる。各学校段階や各教科によって必要とされる学習スタイルは異なり、各教師が重視す

る学習スタイルも異なる。それらと適合しない限り、子どもは「認知的長所」を発揮できな

いと考えられる。つまり、多元的な知能が存在することと、知能を発揮することは区別する

必要がある。

先述したプロジェクト・スペクトラムの実践では、従来のカリキュラムで規定されていた

能力幅を広げただけではなく、そこで実現される学習スタイルも変化させた。そのカリキュ

ラムでは学習するべきことが事前から一つに決定されているわけではなく、いくつかの選択

の自由がある。また、座学ではなく身体を動かす学習、あるいは他者と協同で行う学習も可

能である。さらには分析的に思考させる課題もあれば、探求的に学習させる課題もある。そ

の他にも、個々人の学習のペースで、例えば長い時間をかけて学習することもできる。この

ような学習環境を整えることによって、子どもがある領域の学習に強い興味を示し「認知的

長所」を発揮させることが可能になり、没頭するというような情意面での変化も確認された。

これらの学習スタイルの変化は、学習を取り巻く文脈を変化させる。

しかしながら、学習スタイルをいかに類型化するかに関しては、これまで多様な理論が提

唱されてきたにも関わらず学習スタイルの研究は成熟しているとは言いがたい。どの理論が

妥当で信頼性が高いかということは明確にされていない。研究者によっては、学習スタイル

は普遍性を持つ概念ではなく、一つの完壁な理論を構築することはできないと言われる場合

もある。特に従来の心理学で蓄積されてきた学習スタイル概念の研究では、子どもがどのよ

うなスタイルを有しているかという点を個々人の一般的な属性として質問紙調査を用いて測

定する傾向がみられた。

カリキュラム研究の立場からすれば、学習スタイルを個人の一般的な属性と捉えるよりは、

個人とカリキュラムの関係性に見られる概念として検討できる。なぜなら、必ずしも同一の
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学習スタイルを子どもが使いつづけるとは限らないからである。この点を考慮に入れている

のが、Sternberg(1997=訳2000)の思考スタイル論である。Sternbergによれば、思考

スタイルは3つの機能（立案型、順守型、評価型)、4つの形態（単独型、序列型、並列型、

任意型)、2つの水準（巨視型、微視型)、2つの範囲（独行型、協同型)、2つの傾向（革新

型、保守型）といった13のスタイルがある。この思考スタイルは、教授法や評価形式にも

関連すると指摘し、これらと密接に関係するカリキュラム自体にも思考スタイルが内在する。

このことは、すなわち、子どもが示す「認知的長所」が、どのような思考スタイルや学習ス

タイルを用いるカリキュラムにおいて発揮されるのかを検討することになる。

この点を検討するに際して、どのように学習スタイルを測定するかが問題である。従

来の個人の一般的な属性としての学習スタイルを捉えた質問紙調査では、個々の「好み

(preference)」が中心に問われてきた。とはいえ、必ずしも自分の能力を十分に発揮できる

学習スタイルを自分が好んでいるとは限らない。先述したプロジェクト・スペクトラムで明

らかにされたように、子どもが示す「認知的長所」とは、必ずしも質問紙調査や学力テスト

だけでは測定できないと考えられる。したがって、学校で実際に子どもが知能を発揮するパ

フオーマンスを継続的かつ組織的に観察することによって、学習スタイルを見定める必要が

ある。

結論学校カリキュラムの条件と課題

これまでの脳科学が明らかにしてきた多元的な知能観は、子どもがそれぞれ個性的な知能

のプロフィールを示すことを明らかにしてきた。子どもが示すプロフィールを上手く活用す

ることによって、子どもの学習経験の充実度を高められるが、しかし、従来の学校カリキュ

ラムは必ずしも子どもが示すプロフィールを十分に考慮に入れてきたとはいえない。従来の

学校カリキュラムに適応できる子どもであれば良いが、適応できない子どもは、場合によっ

ては「問題児」や「落ちこぼれ」などのレッテルを貼られてしまう。子どもが学習に没頭す

る状態では正の感情を生起させ、好ましい刺激を脳に与えるが、「できない」あるいは「分

からない」学習が継続的に続くことは、負の作用を脳に与えてしまい、深刻な問題を引き起

こす可能性がある。例えば、不登校児を対象に研究を行う小児科医の三池(2002,123頁）

は、「不登校状態は学校生活における蓄積された疲労感・恐怖感の学習による、自己の生命

を守るための防衛反応にほかならない」と指摘した。この疲労感や恐怖感を引き起こす持続

的なストレスは、「大脳辺縁系」に影響を及ぼし、その働きが正常でなければ適切な学習を

阻害する可能性がある。

こうした事態を引き起こさないためにも、個々人の知能のプロフィールに応じて個々の

学習経験の充実を図る必要がある。プロジェクト・スペクトラムの実践が明らかにした通

り、子どもの特質自体に問題があるのではなく、子ども達がその能力を十分に発揮できる学

校カリキュラムを与えられていない可能性がある。これらをまとめると、学校カリキュラム

に求められる条件として次の4点があげられる。まず、①多元的な知能をそれぞれ用いるこ

とのできる機会を提供する、②子どもが示す能力のプロフィールに照らし合わせて、子ども

80



脳科学の成果を子ども研究に応用するための課題：緩利

が「認知的長所」を発揮できる学習スタイルの選択肢を準備し、それらの選択肢と子どもと

を適合させる、③「認知的長所」をもとに苦手な領域の学習を可能にするカリキュラムの構

成を行う、最後に④子どもの学習の評価を、子どもが実際に知能を発揮している場面をあり

のまま観察することによって行うことである。これらの条件を踏まえた学校カリキュラムに

よって多重知能に蓄積された学習経験をもとに、子ども達は自分自身を取り巻く社会・文化

的環境に有能に働きかけることができるのではないかと考えられる。

このような可能性を拓き始めたのが脳科学による成果であるが、一方で知能の捉え方次第

で先述した可能性は倭小化される。特に、知能を脳内の働きとしてのみ捉えてしまうと、ド

リル形式の学習やゲーム機などで脳を活性化させればよいという議論に陥る恐れがある。そ

のため、子どもの脳内の議論で終始する傾向にある脳科学の成果を、社会の中で生きる子ど

もを対象とする子ども研究において捉えなおすことが、脳科学の成果を子ども研究に応用す

るための課題である。その際に、本研究が検討してきた子どもの学習経験の充実度が一つの

手がかりとして挙げられる。なぜなら、その充実度とは子どもが自身を取り巻く社会・文化

的環境に適応し、あるいは環境を自らが創造していくための原動力となるからである。この

課題を今後検討するために、さらに根本的な課題として脳科学で用いられる概念と教育研究、

あるいは子ども研究で用いられる概念の理解と用法の齪鋸について検討する必要がある。例

えば、学習という概念は両分野で共通して用いられるが、その概念の意味内容は必ずしも一

致しない。その一方で、「可塑性」や「感受期」といった概念は脳科学で主に扱われる概念

であって、教育研究では「教育可能性」などといった概念に類似する。これらの概念の用法

と理解について整理した上で、脳科学の成果を子ども研究に応用することが望まれる。

注
川 本論文は､日本子ども社会学会第13回大会(2006年7月2日於:東京成徳大学)の自由研究発表｢脳

科学の成果を子ども研究に応用するための課題に関する研究一学校カリキュラムへの示唆を中心に

一」を加筆修正したものである。

小泉英明（2004）にて紹介されている次の方法論を指す。1つ目は機能的磁気共鳴描画(fUnctional

magneticresonanceimaging:fMRI)、2つ目は機能的近赤外分光描画法[filnctionalnearinfra-red

spectroscopicimaging:NIRSI,光トポグラフィ(opticaltopography:OT)]、3つ目は脳磁計(magneto-

encephalography:MEG)である。現在の所、3つの方法論が完全無侵襲な高次脳機能イメージング

技術であるとされる。

澤口（2005）によると、HQとは前頭連合野の神経システムが可能とする機能をさす。HQとは人

間性の中心という意味で「HumanityQuotient」の略称でもあるが、他にも様々な知性を統合してい

る最高次の知性という意味で「Hyper-Quotient」あるいは「HigherQuotient」も含意するという。澤

q(1999)などでは、前頭連合野の知性ということで「PrefrOntalQuOtient:PQ」と呼んでいたが、

より概念の意味を明確に示すために改変された。

IQgは前頭連合野の主要機能であるワーキングメモリーと密接に関係する。IQgとワーキングメモ

リーが関連することはKane,M.J.他(2002),Conway,A.R.他(2003)によって確かめられている。

これまで心理学を中心にIQgが因子分析による相関関係として現れるだけではなく、実体として

存在するかどうかについて長らく議論されてきたが、Duncan,J.他(2000)では前頭連合野の外

(2)

(3)

(4)

81



子ども社会研究13号

側部、とくに46野が関係すると指摘され始めている。

(5)このソフトではIQgが測定できる。澤口(2005,178頁）は、IQgは高度なワーキングメモリー

能力の指数であり、HQ理論の観点からいえば「脳内操作系」の基礎能力を表わしていると述べて

いる。しかし、同時に、この教材では、HQの能力の一部の能力を数値化し標準化したものにすぎ

ないと注意を喚起している。また、このソフトは、澤口のHQ論を教育に応用するために株式会

社HQリサーチジャパン（旧名プレフロンティア株式会社）によって提供されている。詳細はHQ

PreschoolJapan(http://www.hqrjp/)を参照。

(6)活性化概念に基づいて学習を検討した先行研究として酒井による「言語野」の文法中枢に関する一

連の研究が注目できる。Sakai,K.L.他(2004)は、文法中枢の機能が第二言語である英語の習得

過程、つまりは英語の授業によって変化することを直接的に証明した。また、英語の習得を開始し

始めた時期だけではなく、中学・高校の学習を経て英語の知識が定着してくる時期に、文法中枢が

どのように働くかを明らかにするために、すでに学習が行われた大学生を対象に実験を行った結果、

熟達度が高くなるほどブローカ野の活動を必要としなくなることを明らかにした(Tatsuno,Y.他

2005)。すなわち、学習による熟達度の程度に応じて、脳の活性化の仕方が変化することを示して

おり、単に脳を活性化させればよいという議論から一線を画していることが分かる。

(7)Feldmanの理論にもあるようにプロジェクト・スペクトラムでは領域という用語がよく用いられ

る。Gardner(1993=訳2003,44-45頁）は、知能と領域、そして分野を区別する。それぞれに

ついて、「知能」を生物心理学的な潜在能力、「領域」を社会の中で学ばれる原則や技、「分野」を

その領域においてどの結果が意味をもつかを規定する慣例や判断を指すと説明する。領域ではいく

つかの知能の組み合わせを必要とし､領域内で発揮された知能は最終的に分野によって評価される。

例えば、音楽の領域でもオペラで指揮者の役割を担う場合、空間的、人間関係的、言語的知能を音

楽的知能と同様に備えていなければならない。また、領域内で用いられる各知能の中で、時代や社

会によって指揮者を評価するために重視する知能は異なる。このようにFeldmanやGardnerは文

化的な文脈で知能が使われる場面を強調して領域という用語を用いる。それは、文化の違いによっ

て知能の発現の仕方が異なるからである。

(8)7つの領域の一つである「科学」が小学校から「機械と構成」とに分化される。そのため、小学校

における実践では8つの領域が設定された。
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