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本書は教育心理学者として行動遺伝学を専門とする著者が、 私たちが、ヒト として

どのよ うに学べばよいのか、そもそも 「教育とは何か」を論じたものである。副題の

「教育を生物学的に考える」としづ意味は、あらゆる生物と同様に、ヒトも遺伝子に

基づいて生きているということを前提に、ヒトの学習における遺伝子の影響を踏まえ

て教育を考えるとい うことである。著者は現在、慶）意義塾ふたご行動発達研究センタ

ーにおいてセンター長を務め、多く の研究者とと もにプロジェクトを推進している。

本書は3部構成になっており、 全 5章によって最新の成果と著者の考えが平易な言葉

でつづられている。本書評では、評者の専門である人類学に関わる第一部の内容を中

心にまとめ、最後に評者の知見を付け加えることで本書の意義を示す。

これまでの行動遺伝学の研究からは、 「能力の個人差に遺伝要因が大きく かかわって

いる」ことが明らかにされている。さらには、「学力の個人差」についても同様のこと

が数々の研究によって示されている。しかしながら、とりわけ教育界では、その事実

はタブーとされてきており 、「きちんと勉強すれば誰でも成績をのばすことができると

いう前提にたって」教育が実践されている。 むろん、著者も教育の必要性は十二分に

認めており 、本喜の最も重要な点は「遺伝決定論ではなしりと明言している。つまり

著者の主張の要は、ヒトが学ぶ上で大事なことは、 「遺伝か教育か」ではなく 、「遺伝

も教育も」だということである。

著者が本書でかかげる最も重要な仮説は、「人間（ヒト）とは『教育によって生きる

動物』である」。さ らに簡潔には、「ヒ トは教育的動物（Homoeducans）であるJとい

うものだ。つまり 、ヒトにとって教育は進化の過程で獲得されたものであり 、「生存と

繁殖に関わるス トラテジー」 として、いわば 「生きるため」「命をつなぐため」に遺伝

的に受け継がれてきた行動だということだ。 そして、教育的動物に進化した理由とし

て、異なる個性（遺伝子）の持ち主が共に生きてゆくために、知識を共有し、力を合

わせるこ とによって、 さま ざまな事態に対処してきたことを挙げる。そして、「教育の

本来の目的は、他者と共に生きるため」だと指摘する。他者との共生を実現する教育

とはどのようなものなのか、果たして学校教育は、その役割を担いうるのだろ うか。

以下、章立てにそって本書の論点を紹介する。
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第 l部の「教育の進化学」は2章からなっている。第 1章：「動物と 『学習』Jでは、

教育による学習が進化的にし1かに特別であるかが指摘され、ヒトにとって「教育」と

は何かが論じられる。まずは学習について、「学習とはそれまで持たなかった運動ノfタ

ーンや知識を新たにし、忘れずに持ち続け、必要なときにそれを使える ようにするこ

と」、つまり「経験によって後天的に行動を変化させるこ と」だと定義される。そして

次に、学習の 3つの様式が紹介される。

一つ目として挙げられるのが「個体学習」である。個体学習とは、「『一人でする学

習』、つまり他個体に依存しない学習のこと」である。この学習は、 一個体がある環境

において試行錯誤することで実現する学習であり、 あらゆる動物が自然環境の中で繰

り返している行動のことである。そしてヒトもまた、 ある技術を習得しようとして一

人で試行錯誤するときなどは個体学習をしている。「習うより慣れよ」と言われること

に取り組んでいる時や、自分なりに思考している時などが、これにあたる。

二つ目に挙げられるのが「社会学習」である。この学習は、「他個体の影響を受けな

がら学習するという形の知識獲得の様式」で、「共同学習」とも言い換えられる。例え

ば、人々が一緒に荷物を運ぶという状況下で、運び方を学ぶといった場合である。た

だし、これもヒト特有のことではなく 、群れで狩りをする動物なども行っている学習

の様式である。また、この学習には「模倣学習」が含まれる。模倣の仕方についてヒ

トとチンパンジーを比較してみると、チンパンジーが他の個体の行動を模倣する場合

は、その行動の結果だけを捉えて、同じ結果を出そうとして試行錯誤や洞察を積み重

ねるという。それに対して、ヒトは他の個体の行動の意図を理解し、手順まで忠実に

まねて結果を出すことができるという。前者はエミュレーショ ン （結果模倣）、後者は

イミテーション（意図模倣）と区別されており、ヒ トの観察にもとづく模倣学習の能

力は、他の動物にはない、独特のものである ことが指摘されている。

最後に、 三つ目として挙げられるのが 「教育学習」である。 再びチンパンジーと比

較してみると、チンパンジーは「教えなしリということが知られている。 チンパンジ

ーの子供は、あくまでも大人をまねて学習するのである。それに対して、ヒトは教え

る、つま り教えるー教えられるという 関係のなかで学習するのだ。では、人聞にとっ

て「教育」とは何か。

著者は、ここでも人間に限らず他の動物にも当てはめることのできる定義を挙げる。

カロとハウザーとしづ動物行動学者が 1992年に提唱した「積極的教示行動」というも

のだ、（Caro& Hauserl 992）。

① ある個体Aが経験の少ない観察者Bがいるときにのみ、その行動を修正する。

② Aはコストを払う、あるいは直接の利益を被らない。

③ Aの行動の結果、そうしなかったときと比べて Bは知識や技能をより早く、 ある

いはより効率的に獲得する。あるいはそう しなければまったく 学習が生じない。

この定義のポイントは、②は教育とい う行動が、利他的な行動であることを示して

いる点である。著者は、上記の定義を次のように言い換えている。「すでに知識や技能

を持つ個体が、目の前にその知識や技能を持たない学習者がいるときに特別に行 う利

他的な行動によって、その学習者に学習が生じること」。この定義を満たす教育を行っ
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ていることが実証されている動物は、ミーアキャ ット、 タンデム・ランニングアリ、

シロクロヤブチメ ドリ の3種だけだという。「血縁関係にない他個体のために何かを教

える」という行動は、コストの高い営みであり、そのような行動は進化しにくかった

と考えられる。つまり、教育学習は、生物学的にみると成り立ちにくいにもかかわら

ず、なぜかヒトは教育する動物として進化を遂げているのである。

第2章：「人聞は教育する動物である」では、教育するということが、ヒトをヒトた

らしめるきわめて重要な条件に密接に絡んでいる」こ とが述べられる。その上で参照

されるのが、乳児を対象とした研究である。

ヒトの乳児は 9ヵ月 ぐらいから、日の前の相手の視線を追いかけて、同じ対象を見

るよ うになる。この「視線追従」や、欲しいものなどを指さして伝えようとする 「共

同注意」としづ行動は、他人と関心を共有する基礎となっている。さらには、視線を

イ吏って乳児の注意を促した場合、乳児は相手とともに注視した対象を価値のあるもの

とみなして、そのこと を第三者に教えよう とする。以上のことから、ヒ トには教わる

とともに教える能力が先天的に備わっていることが推測される。この 「ナチュラル ・

ペダゴジー」（Csibra& Gergely 2009）と呼ばれるふるまいは、個人的な好みをこえて、 「一

般性」や 「規範性」を共有しようとするものであり、 社会の共同性を形成するための

根源的な能力であると考えられる。

次に著者は、教育を 3つの段階に区別する。一つ目が、上述した 「行動としての教

育Jである。例を挙げると、教える内容を指し示した り、言葉や身振りで説明したり、

手本を示したり、あるいは学習者の行動を指示する、禁止する、ほめる、しかる、見

守るなどといった行動が「行動としての教育Jに分類される。二つ目が、「慣習として

の教育」である。この教育では、学習のための特別な場所、時間が設けられてお り、

教材や教師役によって教育の場が組織されている。例えば、 共同体の規則や儀式の行

い方などが伝授されるような教育のことである。そして、三つ目と して、「制度として

の教育」が挙げられる。これは、国家や教会などによって教育のために制度が設計さ

れているケースである。その典型が学校教育である。筆者は、今日行われている教育

についての議論は、この 「制度としての教育」に偏っていることを指摘し、ヒトにと

っての教育を捉えなおすために、学校教育の影響が希薄な社会に関心を持ち、 実際に

中部アフリカに暮らす狩猟採集民のもとで調査を実施している。

筆者が訪れたのはカメルーン共和国の熱帯雨林地域に暮らす Baka（バカ） という

人々の集落である。従来の研究では、Bakaの社会において大人が子供に教える、ある

いは嬢けるという行動はまれであると指摘されてきた。筆者もはじめは「親子の聞で

の教育と思われるコミュニケーショ ンはまったく見ることができませんでしたJと述

べている。 しかし、 けん玉を持ち込んで、行った実験では、コツをつかんだ大人が、次

にけん玉を手にした子供に教えよ うとしたとい う。また、同時期に他の研究者が行っ

ていた調査では、親子が一緒にいる場面を録画して検討したところ、「教育（teaching）」

とみなしうる行動が、 一時間当たり 平均 10回以上確認されたという（Hewlett& 

Roulette 2015）。このよ うな発見を踏まえ、改めて指摘できることと して、それらは全

て 「行動としての教育」であり 「慣習」や 「制度」と しての教育ではないということ
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である。さらに重要なのは、 Baka社会における教育は、 面と向かつて教えるとい うも

のではなく、そばにいる者が助言する形で行われているということだ。そして、助言

されている者が、必ずしもその助言に従っているわけではなく、助言した者も、それ

以上に助言を実行させようとしないということである。筆者は、このよ うな Bakaの

人々の教育行動を捉えて、「寄り添う」教育、「斜めの教育」と呼んでいる。

Bakaの社会では、年齢の異なる者が一緒になって遊ぶことが多い。遊びの種類とし

ては狩猟採集活動や歌と踊り、衣食住に関するものが大半をしめる。つまり、幼年期

から少年少女期までの問に、子供たちは技能の長けた者の行動を観察し、模倣する。

また相互に教え、教えられるという経験を積み重ねることによって、生活に必要な知

識と技能を身につけて大人へと成長する。こうした日常生活の中で、 Bakaの子供たち

は森で生きる術を過不足なく身につけるのである。筆者は、子供が大人の生活を見て

とることができる社会のことを、「透明性の高い社会」と呼んでいる。対して、学校教

育が普及しているような社会は、大人たちの仕事が多様化しており、子供たちが大人

たちの働く姿を目にする機会が乏しくなっている。そして、観察や模倣といった個体

学習では習得できないような知識や経験によって社会が運営されており、またその歴

史的な過程において学校教育が必要とされるという相互作用が進んでいる。

続く第二部では、著者が長年にわたって取り組んできた「教育の遺伝学Jの成果が

述べられる。第一部との重要な違いは、学校教育を受けている双生児を対象とした研

究の成果が記されているという点である。第3章：「個人差と遺伝の関係」では、行動

遺伝学における 「双生児法」と、学業成績における遺伝と環境の影響が取り上げられ

る。

まず、「双生児法」とは次のようなものである。双生児には、全ての遺伝子を共有す

る一卵性双生児と、半分の遺伝子しか共有しない二卵性双生児がある。 多くの双生児

のデータを分析し、 一卵性双生児の方が二卵性双生児よりも類似していたら、 そこに

は遺伝の影響があると認められる。例えば、ある課題に取り組んだ時に、一卵性双生

児はそろってできる、あるいはできないのに対して、 二卵性双生児のできにばらつき

があるような場合である。また、 －卵性にも二卵性にも類似度に差がなく、双子の形

質が似ているとしたら、それは遺伝の影響で、はなく、一緒に育った環境 （共有環境）

の影響があったと認められる。さらに、一卵性も二卵性のどちらも全く似ていなかっ

たとしたら、 つま り遺伝にも環境にも双生児を類似させる原因がなかったとしたら、

その形質の個人差に関わっているのは、各自が個別に経験する独自の環境（非共有環

境）の影響ということになる。

「双生児法」によって明らかにされてきた原則は、「し1かなる行動の個人差も、遺伝

だけからでも環境からだけでもなく、遺伝と環境の両方の影響によって作られている」

というものである。しかし、例えば「学業成績の個人差の一番大きな要因は遺伝的な

差」であるとし、次のような数字も挙げられている。「先生の教え方や本人の中で変え

られる要因の違いの影響は、大きく見積もっても全体の 20%程度、それに対して遺伝

の影響は 50%、そして残り 30%は家庭環境の違いである」。

また、学業成績を左右する家庭環境として、「親の社会経済的な地位」と「混乱と喧
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騒と秩序の尺度」とい う検査項目で測られる家庭の 「混沌」 の程度が挙げられるとい

う。 この結果を受けとめることによって、「経済的な不平等を放置していてはいけない」

ということが根拠をもって主張できるようになる。また、家庭を整頓し規則正しい生

活をすることで、子供の学業成績が良くなる可能性を担保できるようになるのだ。

本章に記されている最も重要な主張は以下のものであろう O 「行動遺伝学の明らかに

した事実を真正面から受け止めることは、とりもなおさず、遺伝という自然が生み出

した多様性が、人聞が作り出した価値観や社会制度によって、格差や差別につながる

ようであってはならない （中略） 真の意味で『人聞はし、かなる遺伝的差異があろ うと

平等でなければならなし叫 という価値観を支えるものになる と私は考えています」。

第 4章 ：「能力と学習」では、学業成績の個人差には遺伝要因が関わっていること

を前提として、どのように学習すればよいのかが述べられる。まずは研究結果から導

かれる、 遺伝的に学業成績がよい人とい うのは、「遺伝的に知能が高く、 遺伝的に自分

に自信があり、遺伝的に前向きに勤勉にものごとに取り組むパーソナリティの持ち主

で、遺伝的に学校環境を学習環境としてポジティヴにとらえ、遺伝的に不注意や多動 ・

攻撃的で情緒不安定などとい う問題性が少ない人」とい う、著者自身、 「身もふたもな

いお話」 と述べているこ とだが、これは事実と して押さえておく必要がある。そのこ

とによって適切な対応を考えることができるようになるからだ。

著者は、遺伝のあらわれ方は環境によって異なること、つまり、 「遺伝と環境の交互

作用」という現象があることを踏まえて、「学習環境に対する一人ひとりの適応性は、

さまざまなと ころで遺伝的差異を反映し、その向き不向きに必然性があるので、その

人に応じた 『よりよい学習環境』を探求することが重要であ り、 そのときの一人ひと

りの微妙な感覚や手ごたえの違いには、遺伝学的な根拠があるという認識で、考えて

いくことが大事Jだと指摘している。そして、自分自身の「遺伝的条件に合った理解

の仕方、取り組み方、問題解決の仕方を自分で編み出さねばなり ません」と述べてい

る。

第3部：教育の脳科学では、第 5章： 「知識をつかさどる脳」がテーマとなっている。

本章では、「教育という独特な学習様式に関わる脳活動がどんな性質をもったものなの

か」、すなわち「教育脳」の研究がこれから必要になることが指摘される。 そして、「お

わりに」と して、学習や教育は体格や顔つきが違う のと同じくらい違うのが当たり前

であるこ とが原点であり 、そこから、各自の人生にとって意味のある学習を求め続け

るしかないということが述べられている。

以上の本書の概略を踏まえて、特に Bakaという狩猟採集民の社会における教育に

ついて触れられている部分について、専門の立場から評者のコメントを付す。取り上

げるのは、安藤氏が指摘している「教育の本来の目的は、他者と共に生きるため」と

いう点と、 Bakaの社会は 「透明性の高い社会」である という点である。

前者については、さまざまな性質を持った人々が助けあって生きる とい うのが、ヒ

トの本来の生き方であることに呼応している。遺伝的な多様性は、個人の得手、 不得

手を集団の中でうまく組み合わせることで、さまざまな事態に対処し、人々が生き抜

くために生じたものである。人類史の 99%以上を占める狩猟採集という生き方を受け
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継いでいる Bakaの人々は、食物を平等に分配することで誰もが食べることのできる

社会を実現している。したがって、例えば狩猟が得意な者、不得意な者がいても、そ

こから個人や家族単位の格差は生じない。つまり、遺伝子の多様性から生じる違いは、

社会的な不平等につながっていないのである。ひるがえって、学校教育が普及してい

る社会について見ると、社会的な不平等、格差の問題が深刻化している。そして、そ

の原因の一端は学校教育にある。多くの子供が、同じ課題に、同じように取り組めば、

当然のこととして出来、不出来が生じる。問われるべきなのは、課題や取り組み方の

妥当性であり 、出来不出来に対して良し悪しのレッテルを張ることではない。教育の

本来の目的は、一人ひとりの能力を伸ばすことと、 それぞれの能力を生かして補し1あ

いながら、他者と共に生きるこ とである。この点は、教育制度を改善するうえでの指

針ともなるだろう。教育を受ける者と受けられない者との聞に格差を生む社会構造を

問題化するとともに、学校教育を分断と格差を生む社会的な装置にしてしまわないた

めに、本来の教育のかたちを繰り返し確認する必要があるだろ う。

次に、 Baka社会の透明性の高さについて。共に生きる人々の様子が目に見えて把握

できるという社会状況は、人類史においてはむしろ常態であって、ヒトはそのよ うな

社会環境に適応的な生物として進化を遂げてきた。したがって、生活が見えにくくな

るにつれて疑心暗鬼になり、生活における困難が増すのである。子供から見て大人た

ちが何をしているのか分かりにくい。大人たちも自分たちが何をしているのかよく分

からない。誰も将来を見通すことができない。そのよ うな状況はヒ トにとって不安で

あるに違いない。そこで不安を紛らわせるために、と りあえず学校に行く、「食べるた

めに」仕事をするこ とになる。対して、 Bakaの社会では、共に生きる人々がどこで何

をしているのか概ね把握できており、誰もが日常的に狩猟採集を行っている。森で手

に入れた食料は分配され調理され、調理されたものがさらに分配される。したがって

「食べていく 」ことに不安はなく 、森がある限り 、明 日のことを心配する必要はない。

Bakaの子供たちに将来の夢について聞いてみても、質問の意味が理解してもらえない。

大人になったら、今いる大人たちのようになるだけだからだ。

近年、 Bakaの社会にも学校教育が普及しつつある。その状況を受けて、学校教育の

導入をテーマとした調査も行われている（北西 2004，亀井 2010，分藤 2010）。しかし、

いずれの報告においても、 金銭が支払えない、 学校教育の価値が理解できない、狩猟

採集のために森の奥に移動してしまう といった理由によって、導入する側の思うよう

には進んでいない。それもそのはずで、社会の透明性が失われてし、く過程において制

度化された教育が、現在の Baka社会になじむはずがないのである。しかし、状況は

変化しつつある。木材の伐採や鉱物資源の採掘、獣肉の売買に伴う密猟など、Bakaの

生活を脅かす自然破壊が進行している。また、 他方で森の資源を守るために推進され

る白然保護によって、やはり Bakaの生活が制限されるといった事態が起こっている。

透明性の高い社会に生きてきた人々は、不透明な事態に対処することが難しい。人為

的に引き起こされる不測の事態に対抗する術が乏しいのだ。自らがおかれている状況

を知り、権利について学び、訴え、取 り戻す必要が生じ始めている今日、Bakaの人々

にも行動や慣習をこえた「制度としての教育」が必要になりつつあるといえるだろう。
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評者の調査村の子供たちは近隣のNjem（ジェム）とい う農耕民の村にある公立の学

校に通い始めている。2017年に実施した現地調査によってカメルーン政府が進めてい

る開発計画によって Bakaの人々の学費が支援されている という情報もあった。外部

からの援助による学校教育の普及や、それに対する適応 ・不適応の状況については、

今後の調査によって明 らかにしてゆかなければならなし＼Ia 

注

l本研究はJSPS科研費JP15H02598の助成を受けている。
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