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﹃コンピュータ道具論﹄の陥穽
︱︱綴り方教育とコンピュータ︱︱

り な く 縮 小 していくであろうことは容易に

かし︑︿学校﹀という場に限っていえば︑は

テキストの中身に作用するものではない︒し

たしてそのような原則論は通用するのであ

想像できる︒
他方で︑学校で利用されるコンピュータの

ネットをはじめとする世界的なネットワー

ージを根底から覆しつつある︒またインター

が従来から抱いていた﹁情報化社会﹂のイメ

ユーザーコンピューティングの拡張は︑我々

近年の情報テクノロジーの進化とエンド

れほどの有効性があったのか︑あるいは学校

しかし現在︑そのような批判がはたしてど

の一点に矮小化されてきたともいえよう︒

審等の各種の学校情報化政策への批判も︑そ

┃という方向性が基幹にあった︒また︑臨教

のかわりに︑教科書のかわりにといった┃┃

は︑その根底に教育の︿合理化﹀┃┃┃先生

る︒従来の教育におけるコンピュータの利用

ば話にならない﹂という風潮が根強く残って

﹁どんなにすばらしい文章でも︑字が汚けれ

術的な﹁美しさ﹂を要求されるものであった︒

といった文化があるように┃┃┃ある種芸

う価値を越えており︑┃┃┃﹁書﹂や﹁写経﹂

合の文字はすでに己の心の表現の道具とい

とは論を待たないであろう︒つまり︑その場

は︑﹁手習い﹂的な習字学習の精神があるこ

日本の国語教育︑作文教育の精神の根底に

ろうか︒

ク網の形成により︑時空を越えた情報の利用

の情報化を制御する応力として作用し得た

いたこと︑そして教師もまず文章の中身より︑

ありようにもあらたな視座が生まれつつあ

教育の世界にもその拡張の波動は伝わっ

の だ ろ う か と い う 検 証 が そ れ ほ ど 精 緻 にな

その﹁字面﹂を整えること┃┃┃字体の美し

純

てきている︒知識伝達の唯一の場としての学

されてきているかどうかは︑はなはだ疑問で

さにとどまらず︑﹁てにをは﹂の使い方とい

御園生

校の座標軸は︑情報化社会の進行と︑それに

ある︒

が現実的なものとなってきている︒

ともなう社会全体の知的高度化によってそ

腐化した知識主義的な話よりも︑それらのメ

を代替してくれるし︑むしろ学校の教師の陳

とも各種メディアや情報インフラがそれら

表現の道具︵手段︶でしかありえない︒つま

作業┃┃┃のなかでは︑︿文字﹀は﹁己﹂の

┃┃┃﹁綴り方﹂的にいえば︑﹁己を書く﹂

さて︑文章︵テキスト︶を書くという作業

前に字面を整えることに神経を費やしなけ

ない︵ヘタクソ︶子どもは自分の心を伝える

しての作文学習﹂は涵養しにくい︒字がきた

この枠組みのなかでは︑真の﹁己の表現と

った文法的︑定型的なもの┃┃┃に腐心して

ディアは数倍新鮮な知識や情報を提供して

り︑どんなにヘタクソ︵読みづらい︶な字で

ればならないし︑そもそも文章を書くことが

の地位を失おうとしている︒学校に行かなく

くれる︒従来の学校が請け負ってきた﹁知識

も︑それはあくまで︿字面﹀であって︑その

きたのである︒

伝達﹂の機能に限って言えば︑これからも限

東洋大学「教育学研究」 98

しかしワードプロセッサの導入や︵ワープ

うまい子﹂が好きなことも事実である︒

なのである︒そしておおよその教師が﹁字の

好きな子どもは得てして字面も美しいもの

いうことが純化されて浮き上がってくるこ

書いた文章で何をいうのか︵伝えるのか︶と

的な作業を人間が請け負う必要がなくなり︑

ることができる︒いわば︿書く﹀という技術

書き手は︿書く﹀目的のみを追求︵志向︶す

応じて自由に行き来できるテキストが存在

どである︒つまりコンピュータの中に必要に

たとえばウインドウズ︵ MS-Windows)
のヘ
ルプ機能におけるハイパーテキスト構造な

ける﹁技術的﹂な制約が開放されつつある︒

が人︵利用者︶を選ばなくなってきたという

このようにコンピュータ︵機械︶のほう

機能を持ち始めたのである︒

ロ︶パソコンソフトの発展は︑すべての字面

無論そこでのコンピュータの位置づけは︑

するようになり︑コンピュータ自身が教育的

国語教育の﹁手習い﹂の部分の教育はおそら

決して目的を遂行するための﹁道具﹂という

とに他ならない︒

く成立しなくなるのではないか︒しかし悲観

だけでは不適切である︒

を標準化︑均一化することに成功した︒今後︑

することはない︒なぜなら︑これら情報テク

たとき︑己の心を書き綴り︑表現することの

った子どもが︑ワープロという存在に出会っ

がヘタクソなことで文章を書くのが嫌いだ

的 に 存 在する一個のコンピュータに一人の

ているということである︒スタンドアローン

解は︑コンピュータを閉じた環の中でとらえ

る場合の前提となっているコンピュータ理

なったと言い換えることもできよう︒

てむしろ機械が人間的な性格を持つように

りは︑機械→←人間の開放的な組成性であっ

この自己目的性は︑内閉的なものであるよ

ことは︑機械︵コンピュータ︶の自己目的的

すばらしさや︑みずからの感情を﹁詩﹂に表

人間がこれまたスタンドアローン的に対峙

電気こたつのサーモスタットが開発され

コンピュータを﹁手段﹂や﹁道具﹂と考え

すことの尊さを知ることができれば︑綴り方

する︒操作や内容にわからないことがあると

たことによって人間的な温度管理ができな

ノロジーの進化によって︑いままでは字︵面︶

教育の本質にである︑﹁己を書く﹂ことのみ

コンピュータの︿外﹀にある﹁解説書﹂を開

くなったということがいえるだろうか︒それ

範疇では︑文字や文章の作成には常に技術的

の個人的能力に依存する┃┃┃機械的な手

この場合コンピュータは一度人間が自ら

意なのである︒

理することができるようになったことと同

は機械︵サーモスタット︶が人間的に温度管

性格が強まったことにほかならない︒

に意識を集中できるのではなかろうか︒

くか﹁専門家﹂に聞くか・・・である︒

な評価がつきまとっていた︒﹁字がきれい﹂

順に翻案しながら┃┃┃道具にすぎなかっ

いままでの綴り方を含めた﹁国語教育﹂の

だとか﹁起承転結がしっかりしている﹂とい

くら簡単に作文が書けるようになったから

たとえば︑ワープロ︵ソフト︶によってい

たことは間違いない︒
しかしこういったコンピュータ操作にお

う︑文書技法ばかりが強調されてきた状況か
ら︑技術の身体的な解放が可能となったいま︑
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そのものをいったいどこからもってくるの

るということである︒しかしわれわれは目的

であって︑目的はコンピュータの︿外﹀にあ

この考えの前提は操作と目的は別のもの

は限界があるというものである︒

タ︵情報︶教育は目的を教えることに関して

を教えることは別なのであって︑コンピュー

ある︒
︿操作﹀を教えることと操作の︿目的﹀

は教えてくれるわけではないということで

て何が表現したいのかまでをコンピュータ

る︒つまり︑美しい文字が書けたからといっ

てくれるわけではないという言い方もでき

といって︑作文そものものをワープロが作っ

示の中に︵諸個人が︶存在することが︑
︿私﹀

のである︒こういった交通組成の全面的な開

な同一性が保障されていなければならない

ない︒つまり自然的な多様性を超えて︑知 的

って自然的な制約を脱していなければなら

路・新聞︑ラジオ・テレビなどの┃┃┃によ

が近代的な交通体系┃┃┃学校・図書館・道

主体性が存在し得るためには︿今・ここ﹀

︵個人性︶が成立することの起源なのである︒

も同じように選びうるという条件が︑主体性

ばならない︒
︿私﹀が選びうるとすれば︿彼﹀

で存在しうることが前提とされていなけれ

立するためには︑その前に誰でもが同じ条件

たのである︒﹁主体性﹂という名の個性が成

﹁才能﹂によってゼロから作ったものを一個

いいかえれば︑孤立した個人がその﹁脳﹂や

なのであって︑﹁通信の手段﹂なのではない︒

る︒ネットワークは集約性や拡張性のあり方

段│目的関係を脱した新しい関係の中にあ

で機能しているのである︒つまり︑それは手

の個体もすでにはじめから世界拡張のなか

うということではない︒コンピュータも人間

ンピュータに一個の︿脳﹀や︿才能﹀が向か

この時代の情報リテラシーとは︑一個のコ

いうことである︒︽身体の世界的拡張︾

ある︒つまり知覚はネットワークになったと

逆 に 世 界 が 一個の身体になるということで

信・受信︶が世界大に拡大されるということ︑

化しているのであって︑まず脳のなかで考え

だろうか︒
﹁頭﹂のなかから？﹁才能﹂から？

このような交通組成は︑現在では﹁情報化

たことをコンピュータの機械的な手順に翻

のコンピュ ー タ で 作 っ て か ら 送 る ┃ ┃ ┃ こ

社会﹂というように組織されている︒特にマ

案する︵送りつける︶ということと︑それか

もなし得ることが︑︿彼﹀もなし得ることの

近代化と個人性というのは︑﹁自由﹂の両

ルチメディア社会である今日の情報社会の

らコンピュータで完成したことをやっとネ

しかし︑そういった﹁頭﹂や﹁才能﹂という

輪のように密接な連関をなしているが︑両者

特性は︑人間の知覚機能がコンピュータにお

ットワークによって遠方に送りつけるとい

こでは﹁作ってから送る﹂という過程は二重

の関係はそれほど単純なものではない︒個人

けるデジタル信号処理に集約されると言う

うように┃┃┃のではなくて︑われわれはネ

前提となるのである︒

が個人として自立するには社会的空間なり

ことである︒それは身体的な︿今・ここ﹀に

ットワークによって作るのである︒

個人性︵あるいは主体性︶は︑どこまで個人

社会的時間が︑知的に均質化していなければ

制約されていた知覚機能︵身体的な情報発

的なものなのだろうか︒

ならない︒そして﹁近代﹂がそれを可能にし
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拡大を担っているのが﹁学校﹂
﹁図書館﹂
﹁交

そして過去や遠方の知識への時間的・空間的

たとおりである︒

は︑知覚の身体的開放があることは述べてき

ネットワーク化を含めた情報化の本質に

のである︒

である︒どんな外出も﹁留学﹂になっている

性の既視的な確認︶になっているということ

度見ること︑つまりそれらは教育行為︵既視

﹁外﹂にでるというのは︑見ることをもう一

地図やマニュアル︑カメラやビデオをもって

ているかということを諸個人がどれだけ性

︿世界史﹀のいかなる能力を集約し︑開発し

ができるのではなくて︑このコンピュータは

るのである︒つまりコンピュータに︿なに﹀

持って対峙するということがなくなり始め

人間が個人的に︑そしてまた限定的な目的を

つまりネットワーク社会︵情報社会↓教育

﹁リテラシー﹂の鍵となるのである︒

通インフラ﹂であり︑それは全体として社会
的な教育機能であったといえる︒つまり︑教

社会↓生涯学習社会︶に生きるわれわれは︑

┃┃┃なにを勉強するのか︵したいのか︶わ

格に把握できるか︑という事がこれからの

育とは知覚を現在完了にすることなのであ

もはや個人として︑身体としてゼロから出発

でどう位置づけていくかが重要なのである︒

る︒つまりわれわれは︑仮に自らの身体︿今・

現代における﹁創造性﹂とは︑ゼロから作

からないけど︑だからこそコンピュータに向

い︒﹁見る﹂ことはわれわれにとっていつで

ることの創造性ではない︒つまり一人の突出

しているのではなくて︑不断の既視体験に囲

も﹁現在完了﹂であって︑それは単なる﹁知

した頭脳を持った個人︵天才︶が︿自然﹀に

ここ﹀をわざわざ介在させて遠くに行っても︑

覚﹂︵自然︶ではないのである︒教育は経験

対峙しつつ紡ぎ出す﹁作品﹂なのではない︒

かう┃┃┃ことを教育システム総体のなか

なのではない︒前もって見ること︑その意味

そんな自然などもはやどこにもないし︑世界

まれながら生きているのである︒

で経験を拒否することが教育の意味である︒

が全体に知的に底上げされた現代では創造

﹁すでにみた﹂ものをもう一度見るにすぎな

英語を学ぶのなら﹁アメリカに行け﹂︑大自

さらにマルチメディア社会において︿過去

の起始点をゼロにすることなど不可能なの

語教育も環境教育も成り立たない︒そもそも︑

︵歴史︶﹀や︿遠方︵世界︶﹀がネットワーク・

然の素晴らしさを学ぶのなら﹁アマゾンやア

仮にそのように﹁外﹂国にいったとしても︑

データベース化され始めると︑一台の機械と

である︒

既に見たものをもう一度体験するにすぎな

してのコンピュータに︑一個の頭脳を持った

フリカの熱帯雨林に行け﹂なのであれば︑英

い︒やっと外国に行こうとするときにすら︑

