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特 集

Ⅰ．「脳科学と教育」研究の必要性と方向性について
−障害児教育的視点から−
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きこもり，慢性疲労症候群，若年性健忘症，若年性

１．はじめに

認知症などである。これらは，最近その出現率が増
加し，発達上の課題として指摘されているものであ

非侵襲的な脳機能計測技術を利用し，人が活動し

る。

ている時の知覚，運動，認知等の脳機能を安全に経

また，平成15年３月に公表された「今後の特別支

時的に計測できるようになり，障害のある子どもの

援教育の在り方について（最終報告）
」においても，

発達や障害そのものを脳レベルで理解できる時代

その第５章で「言語障害，LD，ADHD等のように

になった。また，障害児教育分野の今までの教育実

脳の発達と密接な関連があるものもあり，障害のあ

践の評価の正当性を脳レベルで確認できるだけでな

る児童生徒についても脳科学の成果を踏まえて適切

く，脳の本質を知ることで，障害児教育に応用され

な教育的対応を図ることが一層効果的と考えられる

ている様々な療法や心理検査の意味を再確認するこ

ものがあるため，現在行われている検討の結果も踏

とが出来，新たな指導法の開発にもつながる可能も

まえ，教育サイドからの課題の提示を踏まえた「脳

あろう。

科学と教育」研究が進展することが望まれる。そ
の中で国立特殊教育総合研究所等教育に関わる機関

文部科学省は，平成14年に「『脳科学と教育』研
究に関する検討会」を組織して，平成15年７月に

や研究者も積極的な対応を図ることが期待される。」

「『脳科学と教育』研究の推進方策について」と題す

と述べられており，それを受けて当研究所でも平成

る報告書（以下報告書）を公表し，教育の場におけ

16年度より３か年の課題別研究「脳科学と障害のあ

る具体的な課題のうち，「脳科学と教育」研究によ

る子どもの教育に関する研究」ができる体制整備を

る取り組みが期待されている課題を，年齢別に次の

開始したところである。

ように分類している。乳幼児期（０歳−５歳）には，

本稿では，
「脳科学と教育」研究が構想された背

特異行動，被虐待児，発達障害（知的障害，自閉性

景として教育の抱える現代的課題と
「脳科学と教育」

障害，レット障害，脳性麻痺など），感覚障害。学

研究の国内外の動向を整理し，今後の当研究所にお

童期
（６歳−15歳）には，不登校，無気力，いじめ，

ける「脳科学と障害のある子どもの教育」研究の方

反社会的行動，非行・暴力，学習意欲の低下，極端

向性を考える基礎としたい。

な自己中心行動，体力・運動能力の低下，青少年の

２．教育の現代的課題

性に関する問題，発達障害（学習障害（LD），注意
欠陥／多動性障害（ADHD），自閉性障害，脳性麻

「脳科学と教育」研究が構想された背景として，

痺など）
，精神障害（行為障害，摂食障害など）
。青

教育の立場から課題を整理しておく。

年期（およそ16歳−29歳）には，反社会的行動，ひ
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特集１：「脳科学と教育」研究の必要性と方向性について

⑴

世界の教育の潮流

を巡る課題を，
「学ぶ意欲や生活習慣の未確立，後
を絶たない問題行動など義務教育をめぐる状況には

経済協力開発機構（OECD）による教育指標で
は，高等教育への進学率が世界的な高まりを見せる

深刻なものがある。学力低下への懸念，塾通い等，

３）

中 ，学校に適応しない若者が問題化した。学校に

特に公立学校に対する不満は少なくない。それらは

うまく適応し，高等教育の恩恵を受けた者は，より

時代や社会の変化に起因するものもあるが，学校教

よい職業に就き，多くの収入を得ることができる反

育，教育行政が十分対応できなかったことも否めな

面，現在フリーターやニートと呼ばれる若者は，将

い。
」と分析し，これからの新しい義務教育の姿と

来において経済的にも恵まれない社会階層を形成し

して，
「子どもたちがよく学びよく遊び，心身とも

４）７）

ていく可能性が高い

。

に健やかに育つことを目指し，高い資質能力を備え

また，先進国では，平均寿命が伸び，長寿社会が

た教師が自信を持って指導に当たり，そして，保護

出現する過程で，従来の図書館や公民館活動を含む

者や地域も加わって，学校が生き生きと活気ある活

社会教育という概念を拡げて，生涯学習という考え

動を展開する，そのような姿の学校を実現すること

が生まれた。生涯学習社会では，学習活動に参加す

が改革の目標であると考える。学校の教育力（学校

る人の数はますます増加し多様化し，提供する学習

力）を強化し，教師の力量（教師力）を強化し，そ

プログラムが現実の要求に応えられるのか，教育の

れを通じて子どもたちの人間力の豊かな育成を図る

費用対効果は上がっているのかという現代的問題が

ことが国家的改革の目標である」と結んでいる。実

提起された。これら教育の課題を解決し，教育の恩

際には，教育政策論として，学習指導要領の改訂，

恵をより多くの人々が受けられるように，先進諸国

教員養成・免許制度の改革，学校・教育委員会の改

で教育構造改革が始まった。国により進め方に差は

革がその大きな柱となる。

あるが，教育の質の保障（フィンランドの総合制教

しかし，平成８年の中央教育審議会答申以来，社

育など）
，教育内容についての説明責任と教育の結

会で「生きる力」を育むことが一貫して取り扱われ

果に対する評価システム（評価だけに終わるのでは

ているが，その後10年経ってもその成果は余りあ

なく，評価に基づき学校を改善する手順が示されて

がっているとは言い難いことは，上記の記述からも

いる）という点では共通しており，少し遅れて始

うかがわれる。地方分権，財政改革，公務員改革等

３）

まった日本の教育改革も同じ路線の延長上にある 。

で更に悪化が予想される教育条件下で，今までと同
じ行政手法で学校や教師の意識改革ができるのだろ

⑵

日本における教育改革の動向

うか。
「脳科学と教育」研究により，教育の質的変
化（効果，効率，満足度など）を促すフィードバッ

教育の目的は，教育基本法第１条で「教育は，人

クができるかどうかが問われている５）。

格の完成をめざし，平和的な国家及び社会の形成
者として，真理と正義を愛し，個人の価値をたつ

⑶

とび，勤労と責任を重んじ，自主的精神に充ちた心

特別支援教育と生涯学習

身ともに健康な国民の育成を期して行われなければ

障害のある子どもの教育に関して我が国で進めら

ならない。
」とされている。教育により次世代の大

れている特別支援教育は，ノーマライゼーション社

人を作る狭義の教育としての学校教育は，教育基本

会への移行を，教育として実現するための過程であ

法，学校教育法，学校教育法施行令，同施行規則と

ると考えられる。人の生涯における様々な段階に

いう法体系を持ち，学習指導要領に基づく教育課程

おいて個人のもつ能力を開発し，職業生活，文化生

の編成を通じて学校経営の中で教育成果を実現しな

活などの向上を支援する生涯学習社会の実現は，障

ければならない。

害のある子どもを含め，すべての国民が学習により

義務教育改革の方向性が，平成17年10月26日に中

「生きる力」をつけ
「自立」するノーマライゼーショ

央教育審議会から出された「新しい時代の義務教育

ン社会の実現と矛盾しない。

を創造する（答申）」に示された。その中で，教育

文部科学省は，
「生きる力」とは，変化の激しい
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これからの社会を生きる子どもたちに身に付けさせ

次に子どもの教育効果の評価法の開発が重要であ

たい「確かな学力」，「豊かな人間性」，「健康と体

る。その流れに，義務教育改革の中で示された学力

力」の３つの要素からなる力と説明している。これ

測定がある。障害のある子どもの教育に関して，学

らは，今までから，知・徳・体という言葉で校訓等

力測定以外の客観的評価法の開発は急務である。

にもよく使われており，長い時代の風雪に耐えて，

従来から教育は，心理学，認知科学，教育学，哲

その必要性，有効性を疑う者はいない。「確かな学

学，社会学などを基盤にした文科系の実践分野と考

力」とは，知識や技能はもちろんのこと，これに加

えられてきた。教師は，自らの実践知に基づき指導

えて，学ぶ意欲や自分で課題を見付け，自ら学び，

法の工夫をしてきた。学習は，本人のやる気や反復

主体的に判断し，行動し，よりよく問題解決する資

練習の賜と捉えられてきた。そこで，教育を，教え

質や能力等まで含めたものであるとされる。

る側の機能としての指導と教えられる側の機能とし

このように，子どもに関する今日的な教育的課題

ての学習に分けて考えれば，指導とは，神経回路網

は，
「心」の成長の問題に帰するものが多い。学校

構築に必要な外部刺激を制御・補完する過程と捉え，

現場の抱える課題である，学力低下，落ちこぼれ，

学習とは，環境からの外部刺激によって神経回路網

発達障害，児童虐待，いじめ，学級崩壊などでも，

が構築される過程と捉えれば，脳科学として教育を

問題を抱える子ども自身や問題に巻き込まれた子ど

科学的に研究することが可能となり，
「脳科学と教

もの心の発達の保障，２次障害予防が重要な視点に

育」研究が構想されたと思われる。

なろう。さらに，少子化は子育て環境を激変させ，
すべての子どもの心の成長をいかに保障するかは，

３．
「脳科学と教育」研究のあり方について

次世代育成支援対策の視点から最重要課題ともいえ
る。若者のフリーターやニートが問題視され，就労

学校をはじめとする教育の現場では，今日，社会

意欲の向上が政策上の課題としても取り上げられて

経済的な環境の変化の中で様々な影響を受けている

いるが，これは肉体的には大人でも心が未熟な青年

子ども達が学んでいる。従来の教育法では対応しき

の「育て直し」というリハビリテーション的視点が

れない子ども達の出現を前にして，それに対応する

求められる。これらは，すべて報告書，教育の場に

ような内容，方法による教育を行うことの必要性が

おける具体的な課題のうち，「脳科学と教育」研究

高まっている。

による取組みが期待されている課題に入っている。

脳科学研究の新しい戦略目標として，
「脳を育む」
というテーマが，
「ライフサイエンスに関する研究

⑷

教育効果の評価への貢献

開発の推進方策について」
（文部科学省科学技術・

1980年頃から先進諸国は，財政破綻の危機感か

学術審議会研究計画・評価分科会，平成14年６月）

ら，大きな政府から小さな政府へ行財政構造改革を

で提案された。この言葉は，
「脳科学と教育」研究

始めた。その中で，教育にも経済的及び科学的な評

で何をなすべきかを明確に捉えている。子どもの脳

価の視点が持ち込まれ，その実証的な根拠を示す方

を健やかに育てるためにはどうしたらよいのか，小

法が必要になった。教育には，市場競争原理がなじ

中高などの学校教育や成人教育において，各教科を

まない側面があるので，教育の市場化は，必ずしも

学ぶのに最も効果的な時期はいつなのか，またどの

費用対効果を増加させるとは限らない。そこで，今

ような内容がよいのかなど，脳科学の成果を子ども

の義務教育費をつぎ込んで，それに見合う効用，満

の発達や教育に，また成人の学習や再教育に生かし

３）

足度が得られるかが問われる 。

ていくことなどを目指している。

マクロレベルでは，教育経済学の発展が望まれる

報告書でまとめられた「脳科学と教育」研究課題

が，最重要課題は，教育方法の技術革新である。そ

への具体的な取り組みスケジュールとして，教育に

こで，現在行われている教育方法の科学的根拠を示

おけるニーズと「脳科学と教育」研究の目標・研究

す必要から，脳科学への期待が高まったといえる。

課題の整理を表１に示す。そして，研究課題と取り
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図１

関連分野を架橋・融合し「脳科学と教育」分野を創生する過程

組みスケジュールを表２に示す１）。

ながるわけではない。しかし，こうした視点からの

また「脳科学と教育」研究が取り組むべき対象分

研究は，教員や教育政策立案者に，より科学的な情

野としては，人の心を扱う人文科学，社会科学をも

報に基づいた指導法や学習法，教育政策の方向性を

含め，従来教育と関わりのある脳科学，教育学，保

提供し，学習に困難を持つ子ども達に多くの選択肢

育学，心理学，社会学，行動学，医学・生理学，言

を用意できることが期待される。

語学，体育学などの研究分野を架橋・融合した新た

４．
「脳科学と教育」研究の世界の動向

な取り組みと捉えようということである。
図１の中で，分野１，２，３，４，５，・・・，Ｎは，
⑴

「脳科学と教育」研究を担う脳科学，教育学，保育

経済協力開発機構（OECD）の動向２）

学，心理学，社会学，行動学，医学・生理学，言語

経済協力開発機構（OECD）の教育研究革新セ

学，体育学などの研究分野を意味する。そして，異

ン タ ー（CERI） は，1999年（ 平 成11年） に，「 学

なる研究領域を有する研究者が研究目標や研究規範

習 科 学 と 脳 研 究（Learning sciences and brain

を共有しながら，単なる研究分担ではなく，融合的

research）
」 に 関 す る 取 り 組 み を 開 始 し た（ 第 Ｉ

な体制を構築して，統合的目標である「脳科学と教

期1999〜2001年）
。
「脳メカニズムと幼年期学習：

育」研究に取り組むことを構想している。従来，融

ニューヨークフォーラム」
，
「脳メカニズムと青年期

合型研究では異分野を併置した研究所や研究組織

学習：グラナダフォーラム」
，
「脳メカニズムと老年

が試みられてきたが，多くの異分野を併置しても架

期学習：東京フォーラム」という３つのテーマで，

橋・融合は積極的には起こらなかった。小泉

１）

は，

３か所で国際フォーラムを開催し，その時点での科

後者の状態を学際性（inter-disciplinarity），多分野

学的成果を集大成した。以下に，現在の脳科学の到

性（multi-disciplinarity） と 呼 び， 前 者 を 環 学 性，

達点の概略を理解していただくために，少し詳細に

超分野性（trans-disciplinarity）と呼び区別してい

内容について述べておく。

る。

ニューヨークフォーラムでは，脳の可塑性と感受

これらの研究が，すべての教育問題の解決策につ

期の問題が取り上げられ，言語習得，早期認知力，
−8−
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性が示された。

て報告された。

第二回のグラナダフォーラムでは，２つの課題が

第二言語の習得に関する研究では，文法の習得

取り上げられた。一つは，新しい認知神経科学の知

は，ある程度は学習の時期に制約されるということ

見を，教育の世界にもわかりやすい形で提示こと，

が示された。この知見は，第二言語の習得は中等教

そしてもう一つは青年期の脳は，まだ完成型では

育より初等教育で行われるほうがより効果的である

ないという考え方を提示することである。前者に関

ことを示している。

しては，まだ発展の初期段階にある認知神経科学の

読みのメカニズムにおいて，読むことへの困難は

知見を慎重に扱い，誤った一般化に警鐘が鳴らされ

多くの原因から生じるが（例えば，視覚障害，難聴，

た。従って，神経科学者，認知心理学者，教育者，

認知機能障害など），ディスレクシア（失読症，難

政策立案者は，医学を含む科学的研究の幅広い連携

読症）になる危険性がある子どもを，早期に診断し

によって初めて最も多くの成果を得ることが出来，

適切な介入を行うことで発達を保障できる可能性が

多くの貢献がなされると提言された。そのためにも

示された。

「学習の科学」とは必然的に異分野を架橋・融合す

数学的思考は，かなり複雑で，脳の異なる部分

る科学であるべきであることが再確認された。後者

が関わり合って機能するよう前頭皮質のコントロー

では，脳機能イメージング法によって，脳の重量と

ル・メカニズムによって管理されていると考えられ，

髄鞘化は，青年期を通じて，そして実際のところ若

逆にこのメカニズムをモデル化することで，計算の

年成人期（20〜30歳）の間も成長し続けるというこ

困難に対応する指導法の開発の可能性が示された。

とが明らかにされた。このことは，青年期でも学習

また，脳は生涯にわたり新しい意味情報を受け入

に関して人は変われることを示している。

れ学習が可能であるが，感受期での「体験予期型学

このフォーラムでは，脳と学習の複雑さを国民に

習（experience-expectant learning）」と，年齢や時

理解してもらうためには，遺伝と環境，可塑性と周

期に影響を受けない「体験依存型学習（experience-

期性（感受性）
，可能性と能力，などの相互作用を

dependent learning）」があるようである。

把握するのに役立つモデルの必要性が提言された。

幼年期の学習過程は，非常に早い時期から自分な

また，今後の教育政策を考える上で参考になる意

りの世界観を発達させ，経験に照らし合わせて再構

見が述べられた。まず，
「カリキュラム主導」の教

築しているといわれている。その内容は，言語学，

育システムから「教授法主導」のシステムへ転換で

心理学，生理学，物理学の分野の概念が含まれ，ど

ある。つまり，
「何を」学習するかよりも，
「どのよ

のようにして言語，人間，動物，植物，そして物体

うに」学習するかが先行するのである。また，人々

が機能するかということを学習する。生まれた瞬間

にスキルを与えることは，人々を選別することよ

でさえも，子どもの脳は「白紙状態」ではないこと

りもはるかに重要で，
「技能を与えること」と「選

が明らかになりつつある。幼年期の教育で重要な点

別すること」を関連づけることがもはや意味をなさ

は，幼児には独自の精神があり，個別に物事を概念

ず，19世紀の工業生産モデルから派生した，教室を

化し，好きな学習のモデル（例：遊びを通じて）が

学びの場の中心とする学校教育モデルが，21世紀社

あるということが改めて示された。

会の若者を育成するための中心戦略として持続可能
かどうか疑わしいとコメントしている。

「自発的学習」と「依存的学習」との間にある決
定的な相違は，知能というよりもその人の「情動

第三回の東京フォーラムでは，老化する脳の本

的」姿勢によって決まる。学習成功者は，早い時期

質，そして老年期まで認知機能を伸ばし向上させる

に「努力を要する抑制」と呼ばれる自制機能の一種

ことができるかどうかということが議論の中心と

を発達させているらしい。基本的には，この重要な

なった。この論文が，子どもに焦点を当てているの

スキルはかなり遺伝によって左右されるものの，学

で，生涯学習の意義に関係することだけを指摘し

習者に教育を通じてスキルを習得させることの可能

て，詳細は割愛することにする。
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現在，第Ⅱ期（2002〜2005年）が進行中で，幅広

⑶

日本の動向１）

い分野の専門家による国際研究ネットワークによ

日本では，脳科学への取組は科学研究費補助金の

り，①脳の発達と生涯にわたる学習（日本による調

重点領域研究や特定領域研究などで始まり，昭和62

整）
，②脳の発達と計算能力（イギリスによる調整）
，

年（1987年）のヴェネチア・サミットにおいて，中

③脳の発達と読み書き能力（アメリカによる調整）

曽根首相（当時）より提唱した国際プロジェクトで

に関する調査検討を進めることとなっている。

ある「ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プ
ログラム（HFSP）
」の主要なテーマに，脳機能の

⑵

アメリカの動向

基礎研究が取り上げられ，国際的な支援を展開す

米国では，1990年代を「Decade of the Brain（脳

るとともに，昭和62年８月にまとめられた科学技術

の10年）
」と定め，脳科学を推進することを議会で

会議の「脳・神経系科学技術推進の基本方策に関す

決議し，神経・精神疾患の病因解明と治療法の確立

る意見」
，平成６年６月に行われた航空・電子等技

等の脳科学に関する幅広い活動を展開してきた。こ

術審議会の答申「脳・神経機能解明促進のための基

の「脳の10年」推進を契機として，脳神経科学部門

盤形成に関する総合的な研究開発の推進方策につい

や脳研究所が主要大学に設置され，これに伴い研究

て」等における脳科学の重要性の指摘を踏まえ，着

者も飛躍的に増加した。その中で，前記のOECDの

実な所要の取り組みが行われてきた。

取り組みへの参加とは別に，学習研究の位置付けを
明確にし，独自の取り組みを行っている。

日本の脳科学研究の特徴として，医学，生物学を
中心として理・工学や心理学などの研究領域ごとに

米 国 で は，NIH（National Institutes of Health，

多くの大学，研究所等で分散的に研究が行われてい

国立衛生研究所）を中心に脳科学研究を大規模に

ることである。そこで，
「脳に関する研究開発につ

推進してきている。NIHではいくつかの研究所にま

いての長期的な考え方」
（科学技術会議ライフサイ

たがって脳科学研究が行われているが，特に，2000

エンス部会脳科学委員会，平成９年５月（1997年））

年12月 に 設 立 さ れ たNIBIB（National Institute of

において，
「脳を知る」
（脳の働きの解明）
，「脳を

Biomedical Imaging and Bioengineering， 国 立 生

守る」
（脳の病気の克服）
，
「脳を創る」
（脳型コン

体イメージング・生体工学研究所）はイメージング

ピュータの開発）という戦略目標が掲げられた。そ

技術の開発などを目的としており，脳機能計測技術

して，脳科学研究の中核的機関として理化学研究所

の面で注目される。小児科学に関しては，NICHD

脳科学総合研究センターの発足（同年10月）や科学

（National Institute of Child Health and Human

技術振興事業団の戦略的基礎研究推進事業における

Development，国立小児保健・人間発達研究所）が

「脳機能の解明」プロジェクトなどの取り組みが始

中心となって研究が行われている。

まった。

またNSF（National Science Foundation，全米科

こうした取り組みにより，脳機能の基礎的研究，

学財団）および商務省は，2001年12月に開いたワー

医学や工学分野の研究が進んだ。また，それらの研

ク シ ョ ッ プ を 開 催 し，「Converging Technologies

究を支える基盤研究である人の非侵襲的脳機能イ

for Improving Human Performance（人間の能力改

メージング法が飛躍的に発展してきており，より精

善のための技術の集結）」という報告書をまとめた。

度の高い安全な技術が開発されてきている。一方，

そこでは，個人の能力開発などを目的として，学習

その応用分野として，子育て，学校教育，社会生

やコミュニケーションなど人間活動に関わる領域

活，高齢者介護などの分野から期待が寄せられてい

で，ナノテクノロジー，バイオテクノロジー，IT，

る。これらを背景に，脳科学研究の新しい戦略目標

認知科学を巻き込んだ学際的な研究開発を進める必

である「脳を育む」が，
「ライフサイエンスに関す

要性と今後の戦略を提言している。

る研究開発の推進方策について」
（文部科学省科学
技術・学術審議会研究計画・評価分科会，2002年６
月）で提案された１）。
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「脳を育む」では，乳幼児から青年期までの脳発

の障害があっても，子どもは動かすことができる身

達の解明とその教育への応用や，成人，高齢者の学

体の動きを使い周囲の人やものに働きかけようとし

習機能の解明を目指すことを目標としている。

ている。その動きを周囲の人（指導者）が気づき，

また平成14年度（2002年度）に文部科学省におい

あるいはその動きにものが応答するような環境をつ

て「脳科学と教育」検討会（伊藤正男座長）が発足

くる，すなわち指導を行う側がよりよく子どもの実

し，７月に中間とりまとめを行い，これを基に理化

態を理解し「応答する環境」を形成させることによ

学研究所脳科学総合研究センターの「脳を育む」プ

り，より豊かな表現につながることが明かになって

ロジェクトと科学技術振興機構（JST）の戦略的創

きた。

造研究推進事業（CREST）「脳の機能発達と学習

障害のある子どもの教育現場において指導者が

メカニズムの解明」がスタートした。平成15年7月

教育的関わりを行う場合，まず個々の子どもの実態

（2003年）には検討会の最終報告が出て，これによ

（内的状況も含めて）の理解がその基礎であること

りJST ／社会技術研究「心身や言葉の健やかな発達

はいうまでもないが，関わる側（指導者）は通常，

と脳の成長」の各プログラムが，平成16年度（2004

子どものことばや声，しぐさ，表情等意思伝達の媒

年度）からスタートしている。

体に拠って子どもの内的な実態（意思や情動等）を
理解するための様々な情報を得ている。すなわち，

５．本研究所における重度重複障害児研究
の展望―脳科学の応用的見地から―

それらの情報を関わり手（指導者）自身が培って
きた教育的知識や生活体験に沿って意味づけて理解
し，それらを踏まえながら子どもに対して他者から

本研究所における重度・重複障害児研究の中から，
「脳科学と教育」研究につながるものとして，生理
学的指標を用いたものを総括し，脳科学の応用分野

の表現として返し，子どもと指導者間での心理的な
相互作用を基盤にして，個々の子どもに即した適切
な支援を行っていくのである。

としての重度・重複障害児研究の可能性を考えてみ
たい。

しかし，重度・重複障害のある子どもの表現には，
往々にして「ことば」という人にとって最も理解が

重度・重複障害のある児童生徒は，一人一人障害

容易なメディアを活用する可能性が極めて少なく，

の状況は異なるものの，共通の特徴として重度の情

さらにそれ以外のメディアによる「表現」も脆弱で

報障害と重度の表出障害を共通してもっている。重

あったり，またその様式も関わり手（指導者）に理

度の情報障害は，視覚や聴覚などの感覚・認知面で

解されないものであったりするため，子ども側の内

の障害のために，外界の情報を十分に入手できない

的な実態を捉えることが非常に困難な場合が多い。

制限された状況にある。しかし，子ども本人は，ど

重度・重複障害のある子どもの教育実践では，この

んなに重度の障害があっても，その子は外界の変化

ような状況が教育活動の基礎とされる関わりの成立

とつながりたいと望んでおり，その子の残存する能

そのものを困難にしているという現状がある。

力を最大限発揮し，限られた情報を基に外界とつな

しかし，このような現状の中，重度・重複障害の

がろうとしている。その残存機能似合った情報を選

ある子どもの教育実践が学校教育の中で四半世紀近

定し，うまく情報を流すことができるかが教育の実

く取り組まれ，その結果，多くの子どもに対する学

践者としての能力である。優れた教育実践者（指導

習の可能性や生活の状態の変化（改善）が確認され

者）はかかわりの中で行動を観察しながら，その子

ている18）。これらの成果がもたらされる背景には，

どものもつアンテナの特性，すなわち情報の選択や

大きく２つの要因があると考えられる。その１つと

その子がわかりやすい情報提供の仕方をつかみ，そ

して個々の事例研究の地道な積み上げがあるが，そ

れに応じて働きかけをし，子どもとの相互作用の中

の成果にはいわゆる一部の優れた教育実践者による

で子どもの行動の変容（改善）に結びつけている。

名人芸的な子どもとの関わり方や子どもの捉え方が

また，重度の表出障害に対しても，どんなに重度

寄与していた，ということがある。名人芸とはすな
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わち，子どもと指導者間の微妙な心的相互作用や心

除く）
，それらの測定結果と実践場面の生の状況と

的活動等の，主観的関係性について的確に推理し，

の整合性を導き出していくための課題は多い。

判断・理解し，実践するというような指導者のパ

こ の よ う な 状 況 の 中， 近 年fMRI（Functional

フォ−マンスのことである。しかし，このようなパ

Magnetic Resonance Imaging，核磁気共鳴画像法）

フォーマンスによる効果や知見は，時として法則性

やNIRS（Near-Infrared Spectroscopy:： 近 赤 外 線

や客観性が不十分であり実証性に乏しいことが欠点

分光法）等生きている人の脳の働きを非侵襲的に測

とされてきた。他の一つは，障害のある子どもの教

定することができる方法が実用化され，脳機能をリ

育に対し，生理学的な測定指標（客観的，定量的指

アルタイムに，かつ測定環境の制限も少なくデ−タ

標）を活用することにより，その実践の展開に寄与

の収集ができるようになってきている。したがっ

していこうとする研究である。国立特殊教育総合研

て，これらの測定方法を使用することにより，従前

究所においても，以下のような内容で研究が行われ

以上に教育実践場面に近い測定環境が設定され，重

ていた（1995年以前）経緯がある。

度・重複障害児といわれる子どもの内的実態につい
16）17）

①自閉症の障害特性を脳波測定により捉える

て，より明確な実証を得る可能性が予想できる。実

②病弱，重度・重複障害の子どもの身体的負荷を

際にここ数年来，これらの測定方法を適用した重

動脈血酸素飽和度，心拍数の変化により捉える

度・重複障害児の教育に関する先駆的な研究が行わ

11）12）

れてきているが，国内においては，未だその端緒に

③知的障害児の音刺激の反応を呼吸数の変化によ

ついた段階である19）。

り捉える14）
④知的障害児の期待と不一致な音刺激に対する反

６．研究を進めるにあたっての４つの視点

応をGSRの生理的反応の変化より捉える13）14）
⑤自閉症のメカニズムを脳波，脳電位，筋電位，
15）

眼球誘導電位の測定から捉える

さいごに，
「脳科学と教育」研究という新たな研
究分野の創造に参画し，
「脳科学と障害のある子ど

⑥重度・重複障害児の反応をGSR，ECG，EEG，
18）

の変化から捉える

もの教育」研究を進めるに当たって，４つの視点を
押さえておきたい。

上記のような研究において，その基本的コンセプ
トは，①子どもの心理的（内的）な変化は直接的
（脳

１）環学性に見られる思想的背景２）

内の物理的変化）や間接的（心拍数，GSR，ECG

環学性とは，個々の研究分野の成果を教育に応用

等）身体変化として出現することを前提としている

するというやり方ではない。この方法では，脳の学

こと，②教育実践における場面や関わりの要素を定

習機能が解明されても，個人レベルで，どのような

量的な観点から抽出し，客観的結果を得ようという

学習が最上なのか，国レベルではどのような教育

ことを基本的な態度としていること，等があげられ

政策が最高の支援なのかを，すぐに明らかにするこ

る。

とが出来ないという反省に立つ。これは，西洋の科

すなわち，これら研究には実施当時の最先端の測

学が還元的アプローチで進歩してきたことに起因す

定技法・技術を駆使しながら，こどもと指導者の主

る。物理学，化学，生物学だけでなく，心理学など

観的関係性を客観的に明らかにし，教育方法や内容

人文科学においても，研究分野を分類・特殊化して，

の発展に寄与していこうとする研究の方向性を窺う

果ては文化系，理科系という分類まで作り上げてし

ことができる。

まった。そこで，教育サイドからの課題の提示に対

しかし，いずれの測定方法においても子どもの自

して，脳科学をはじめ関係する科学が如何なる貢献

由な動きが制限されるなどの測定環境に課題があっ

ができるのかという観点から対話・交流を進めつつ，

たり，中枢神経系の即時的（リアルタイムの）
，直

これに基づき，架橋・融合した研究活動を行うこと

接的な状況の計測が望めなかったりして（EEGを

を基本的な進め方とするというコンセンサスを得る
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いう認識である。

研究所の「脳科学と障害のある子どもの教育に関

例として，医療の世界について考える。19世紀ま
で長らくニュートン力学的世界観で支配されてい

する研究」にも，この方向性は欠かせない。

た。この世界観は，初期値が決まれば将来が予測可
２）進化論的視点

能であるという因果律が成立する世界観であり，単

脳科学研究の底流に流れる思想に進化論的視点

純系の世界観とも呼ばれる。因果関係や原因を追及

がある。脊椎動物の進化の特徴は，神経系の最先端

して改善・克服すれば，結果がよくなるという世界

に「脳」という臓器を誕生させ，人は脳に大脳，特

観である。医療は，この考え方で感染症を克服して

に新皮質と呼ばれる構造を発達させた。重要なこと

いった。つまり，病気を引き起こす病原体をやっつ

は，脳により，教育も含めて，社会構造が生み出さ

ければ，病気は治るという考え方である。ガンの外

れているとみる視点である。

科治療もこのパラダイムの中にある。周りで行われ

人類史という時間軸で見れば，社会構造も，狩
猟採取生活から農耕牧畜生活に変化して，文明が起

ている改革も，時代の動きを読まずに単純系の思考
法で進めているものが多い。

こった後の話である。動物の中でも，アリやミツバ

医療は今，標準化の時代である。医療経済的に考

チなども社会を形成するが，行動様式は本能レベル

えれば，地域により治療法や予後が異なるのでは困

である。霊長類のサルも社会を形成するが人ほど複

る。同じような疾患，重症度であれば，同じ診断，

雑ではない。では，なぜ人だけがこれほど複雑な社

治療がなされるべきである。医療技術を評価し，医

会構造を持つようになったのか。それは，人の臓器

療行為を客観化すれば医療費の節約という点でも治

の中で，脳，特に前脳の発達に関係するという。人

療効果という点でも効率化が図れる訳である。とい

はコミュニケーション手段としての言語を操るだけ

うことで，今は，医療の標準化が進んでいる。

でなく，
「人は観念や概念を脳の中に作り上げ，こ

標準化を進める基本的考え方が，EBM（evidence

れを操る」能力を得た，言い換えれば「脳内に内部

based medicine）である。EBMの背景にある思想

モデルを作る」ことで，他者を理解し，共同幻想を

は，単純系ではない。病気の実体的原因を追い求め

共有して集団として生活できるようになったという

るのではなく，現象面より出発して，様々な症状に

８）

のである 。この考え方に従えば，近年の科学技術

対して，どのような医療行為を行えばどのような成

の加速度的な発展による情報化や少子化及び高齢化

果及び予後が得られたかを，データに基づき集約し

などにより，人を取り巻く生活環境や社会環境が不

て，統計的手法（臨床疫学と呼ぶ）を使って，成果

連続かつ劇的に変化しているのも，脳の産物という

の確率を示すというものである。例えば，生活習慣

10）

ことになる 。哲学や心理学としての「意識とは何

病は，同じ病気でも，その人の生活背景により予後

か」
，
「意識する『私』はどのように生み出されるの

が変わる。いわば，感染症に比して複雑系としての

か」を考えるのではなく，脳そのものの形態や機能

医療といえる。人に依存せず，抗菌剤を飲めば治る

の研究から，それらの問題を捉え，再解釈が始まっ

感染症という単純系の医療ではなく，患者の治療過

９）

ている 。

程への積極的参加を前提とする複雑系の医療なので
ある。複雑系の背景にある基本原理はまだ解明され

３）今という時代の捉え方―複雑系社会と脳科学研
究―

なくても，確率を示せば，患者は選択可能となる。
インフォームド・チョイスが可能となるのである６）。

何故，今という時代に脳科学が注目されているか

単純系の医療の目指す究極の目的は効率化である

という時代考証をしたい。今という時代は，世界的

から，ケアには標準化，画一化，規格化が求められ

にみても時代の大きなターニングポイントに立って

た。マニュアル作成はその現れである。複雑系の医

いる。その本質は，到るところで，単純系から複雑

療の特徴は，それと比較して個別性，多様性，一

系への思考上のパラダイムシフトが起こっていると

回性といえるだろう。医療におけるこの流れは，福
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特集１：「脳科学と教育」研究の必要性と方向性について

祉や教育の現場でも起こっていることを指摘してお
く。例えば，教育では，教育の質の評価としての学
校評価制度の導入，情報開示，学習指導要領，個別
の教育支援計画，指導計画策定等に謳われている個
別対応などである。
このような時代のタイミングで，「脳科学と教育」
研究の環学性が述べられたことは，決して歴史的偶
然ではない。

泉社，2002．
５）金子郁容：学校評価．ちくま新書，2005．
６）村上陽一郎（編）
：21世紀の「医」はどこに向かう
のか．NTT出版，2000．
７）苅谷剛彦：階層化日本と教育危機．有信堂，2001．
８）養老孟司：唯脳論．青土社，1989．
９）茂木健一郎：脳内現象．NHKブックス，2004．
10） 合 原 一 幸（ 編 著）
： 脳 は ど こ ま で 解 明 さ れ た か．
ウェッジ選書，2004．
11）松田直・川住隆一：病弱な重度・重複障害児に対す

４）障害児教育は，脳科学を必要としているのか？

る教育的関わりと呼吸状態の関連について−パルスオ

障害児教育史を紐解けば，時代々々でそれを推進

キシメーターによる酸素飽和度の測定を通して−，国

してきた力は，個人の努力であったり，人権意識で
あったり，制度論であったりするわけである。障害

立特殊教育総合研究所研究紀要，第22巻，1995．
12）Matsuda, T. and Kawasumi, R.：Measurement
of Oxygen Saturation by Puls Oximeter During

児教育に大きな役割を果たした人の中には，医師や

Learning Activities of Profoundly and Multiply

心理学者が多い。日々の一つ一つの積み上げで，教

Handicapped children and Adults．NISE Bulletin

育の質を変えるのに，教育実践の重要性は理解でき
る。しかし，教育の質を大きく高めるためには，時
代の科学水準にあった子ども理解が必要なのではな

Vol．5，1995．
13）中村均：期待と不一致な音刺激に対する精神薄弱児
のGSR，国立特殊教育総合研究所研究紀要，第９巻，

いか。
脳科学は，神経生理学を中心とした動物実験や，
損傷を受けた人の脳を対象とした神経心理学を基盤

1982．
14）中村均：音刺激が精神薄弱児の呼吸に及ぼす影響，
国立特殊教育総合研究所研究紀要，第10巻，1983．

に発達してきた。障害児教育の場における「脳科学

15）東條吉邦他：自閉症の障害特性に関する生理心理学

と教育」研究が目指すものは，ハイリスクな児童

研究（Ⅰ）
，国立特殊教育総合研究所研究紀要，第12

などを対象とした研究から健常者を対象とした研究
へ，
「特殊」を対象とした研究とその「普遍化」を

巻，1985．
16）東條吉邦・渡邉章他：自閉症の障害特性に関する生
理心理学研究（Ⅱ）
，国立特殊教育総合研究所研究紀

目指す研究そのものである。
障害児教育は，全ての教育の基本であると言う言
葉の意味を，再度かみしめてみたいと思う。

要，第13巻，1985．
17）東條吉邦他：自閉症児の記憶・思考に関する生理心
理学的研究（３）
，国立特殊教育総合研究所研究紀要，
第19巻，1992．
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