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Coupled Systems
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はじめに

1「ソレ」性の比較

学習者現実の評価を巡っては，二重の困難性が

この目的に関して，小嶋（2013）の遂行論に関

存在している．それは，この評価を実現出来る

する検討は，評価の再考及びその問題にまで論が

か，という原理レベルの困難性と，どのように評

及んでいた．その再考及び問題をセカンドオーダ

価するか，という（原理レベルの困難性がクリア

ー・サイバネティクスの学習理論で引き受けると

された状態での）方法レベルの困難性である．そ

（小嶋，2016; 2017）
，
すれば（Glasersfeld，1995 ）

して，学習者現実という対象が異なる次元で原理

それは，セカンドオーダー・サイバネティクス・

と方法双方とそれぞれ独立して関わることから，

システムに基づく方法知一元論での評価問題の解

これらの困難性は二重化され，段階的解決をみる

消可能性，すなわち，セカンドオーダー・サイバ

ことはない．

ネティクス・システムにおける知識証明とファー

この評価問題に係っては，セカンドオーダー・

ストオーダー・サイバネティクス・システムにお

サイバネティクスのシステム論に基づき，調査手

ける知識証明（の語り）の一致と，オーダーを超

法として，鎌田ら（2015，2016a，2016b）のもの

えた妥当化が可能であるか，という各点に関する

が存在している．しかし，それらは第三者を含め

理論的フレーミングの妥当性が問われることとな

ることで理論的妥当化を実現しているものであ

る．

る．

そして，その各検討課題は，
「学習者現実に関

では，二者間関係で完結する形での理論的妥当

する評価問題」として主題化できる．主体システ

化は可能であろうか．本稿では，これを実用目的

ムに輻輳する評価システムの有する問題である．

的に検討する．それゆえ，本稿の目的は，輻輳す

評価システムが捉える主体（システム）の他の

る各システムにおいて「評価」を可能とする（あ

学習システムとは，他の学習者現実とそこに含ま

るいは，不可能としている隘路の回避の）方途の

れている主観的に構成された知識自体であり，個

導出にある．

性すなわち「ソレ」性（haecceitas: thisness）そ
のものである．これを評価するということは，例
えるなら，
「あの赤」
（colour）から「赤らしさ」

＊
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（hue）を取り出し，なおかつ「あの白」の「白ら
しさ」と区別するということである．
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2 存在（=「誰か」）から主体（=「何を為す者
か」）へ

（a）
「
「あの色合い」
McDowell
（1994=2012）は，
という発話の意味は見本となる色合いの同一性に

上記評価問題の 2 点目を括弧に入れた状態で 1

よって決まる．規則を設けるとすれば，あるもの

点目を解決することで双方の問題を一度に解決し

があの色合いをもっているとみなされるのは，示

よ う と す る ア プ ロ ー チ が あ る． 感 情 移 入

された見本と色が区別できないときまたそのとき

（Einfühlung）説である．感情移入説では，他へ

にかぎる」
（ibid.: 276）としている．そして，こ

の没入（indwelling）により，他という個を自と

「あるものがある色合いをもっ
れには一般に（b）

いう個を通じて理解する．しかし，本稿が扱って

ているとみなされるのは，その色合いをもってい

いる個は単なる存在ではない．知識の担い手とし

るとみなされる他のものと区別ができないときで

ての個であり，方法知によってその知識の所有を

）と附則を付けがちであるが，この
ある」
（ibid．

証明する主体である．没入をこの個の文脈に置き

ことはソリテス・パラドクスに帰結することにな

換えるならば，他者の知を自己の知を通じて理解

ると指摘する．すなわち，
「色の区別不可能性が

すること，すなわち，他者の傾倒（commitment）

推移的ではないことから，
「あの色合い」という

を傾倒的に理解することにより上記評価問題の解

発話がそもそも確定した意味を表現できるという

決を試みることが出来る．

）のである．
考えが無効とされてしまう」
（ibid．

この理論的準備状況を示したものが，小嶋

（b）が（a）の附則であ
つまり，
（a）と（b）は（

（2013）にて確認された範囲での遂行論の方法原

りながら）整合的ではなく，
「採用されるべきは

理である．

第一の規則でだけであり，第二の規則を認めたい

傾倒は傾倒的なやり方で，かつ，そのやり方の

）と
という衝動は抑えなければならない」
（ibid．

）におい
みで理解可能となる．そこで小嶋（ibid．

いうこととなる．

ては，傾倒的なやり方において機能する方法知

これは，評価における評価者の（i.e.: ファース

を，パフォーマンスの遂行とその観察可能性とい

トオーダー・サイバネティクスの）
「語り」の次

う哲学的行動主義の立場から捉え，この遂行に対

元を基礎付ける議論である．
「語り」の妥当性の

して（超越論的）遂行論による基礎付けを行うこ

論証に，
「語り」を論理的に整合的にするための

とで，他者の理解の仕方を理解する方法，すなわ

妥当性の論証を持ち込んではならないのである．

ち，遂行論的評価を導いている．

しかし，その「語り」に論題を限定しても「ソ

この基礎付けによって導かれる遂行論的評価と

レ」性を比較するために評価側（= 主体における

は次のものである．まず，評価者の傾倒により，

評価行為あるいはそれゆえ主体システム内の評価

遂行論的次元で記述が行われる．そして，傾倒は

作動）がクリアすべき問題が 2 つある．第一に，

方法知であることから，それは遂行によって示さ

評価対象問題（= 対象内比較の問題（Polanyi，

れる．さらに，評価者が理解する対象である学習

1966）
）が挙げられる．対象の変化を捉えられる

者現実もまた遂行によって示される傾倒であり，

こと，かつ，捉えたものを変化に応じて評価出来

これが理解可能であるときは遂行可能であり観察

ることが必要となる．これにより colour 毎の hue

可能であるときである．この条件は，学習者が自

を明証することが出来る．第二に，評価方法問題

らを理解する際にも何ら変わることはない．すな

）が挙げら
（= 対象間比較の問題（Kripke，1980）

わち，学習者の遂行を観察可能性に基づき，評価

れる．評価詞が異なる対象間で同じく使用可能で

者が遂行論的次元で理解し，あるいは，学習者の

あること，かつ，評価詞で対象間の差を示せるこ

遂行を観察可能性に基づき，学習者自らが遂行論

とが必要となる．これらにより hue 毎の比較可能

的次元で理解した上で，学習者のその理解（の証

な程度を明証することが出来る．

明）の遂行を観察可能性に基づき，評価者が遂行
論的次元で理解するのである．輻輳する評価シス
テムは他のあるいは同一の主体システムであるか
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（ibid.: 19）

を問わない．この一連の過程では，傾倒的なもの
を傾倒のみによって理解している．

そして，この序列主義批判の前提を，

しかしながら，上記の議論は，
（A）評価問題
の 2 点目を括弧に入れることが評価において何を
，
意味しているか（= 評価問題 1 点目の優位性）

序列づけのもとは比較という手つづきがある

（B）評価問題の 2 点目を括弧に入れたままで良い

が，二つのものを比較するには，その二つの

，という各点
か（=問題空間のアプリオリな限定）

ものが質的におなじでなければならない．三

を不問に付すこととなる．少なくとも，理論的関

メートルの長さと五メートルの長さは質的に

心において，
（主体システムが評価に関与するに

はおなじだから比較可能であり，長い・短い

も関わらず）評価詞の歴史性に主体システムが関

という序列がつけられえる．だが，三メート

与しない（i.e.: 評価詞の生成のダイナミズムを理

ルの長さと五キログラムの重さは比較できな

論が説明出来ない）こととなる．

いし，したがって，序列もつけられない．長

以下，先行研究から抜け落ちている上記 2 点を

さと重さとは質的にまるで異なったものだか

考察の俎上にあげるとともに，
「語り」の妥当性

らである．

を担保する遂行論的評価の手法を検討する．

（ibid.）
として，質的な同一性と差異で問題を捉えてい

3 序列主義批判における「比較」概念

る．その上で，人間を質的な差異で理解し，それ
一般に学習の評価とは，その都度の現在におけ

ゆえ，比較不可能な存在として強調している．

る学習者の有する諸能力の拡大と充実を捉え理解

では，質的に固有である（存在として理解した

するものである．本稿における「評価」もまた同

い）ことと，それに共通の質的同一性の指標が用

様に，セカンドオーダー・サイバネティクス理論

意できないがゆえに比較不可能であることとは，

に基づき学習と学習者をシステム論的に区別しな

どのように関わっているのであろう．前者はおそ

いことについては一般的ではないものの，前記の

らく疑いなく肯定されるが，他方で，後者につい

評価の考え方に基づきそのダイナミクス（i.e.: 拡

て，人間がそれにそのまま向き合う，すなわち，

大していく / 充実していくこと）に焦点化して捉

質的な差異 / 固有性に一切の「比較」なるものを

えている．すなわち，特に，評価詞を伴い比較を

排除して関わることが可能なのであろうか．
遠山のいう「序列化をむりやりに行おうとす

可能とすることを意味している．
しかし，他方で「比較」を認めない立場も存在

る」
（ibid.）という事態への考察がこの検討に寄

している．それは，序列主義批判の立場である．

与する．そのため，序列主義（=「序列化をむりや

本節では，まず，
「評価」に対する「比較」の役

りに行おうとする」
）の立場に立たずに序列主義

割を考えるため，この序列主義批判の主張につい

批判に対する反論を考えたい．
上での議論を引き継げば，
「序列化」とは，質

て検討を行う．
遠山（1976）は，それへの批判的立場から「序

的に捉えうる学習者の差異（e.g.: 能力）に応じ

列主義」を次のように定め，問題提起を行ってい

て，序列をつけることであろう．例えば一般に

る．

は，点数（= 単一の質）を用いて学習者に序列を
つけることである．この場合，点数の序列を用い
人間はひとりひとりがみな異なった存在であ

ることで比較が可能になる．

り，したがって，比較不可能・序列不可能だ

これは，点数自体に序列が存在し，学習者を点

と私は考えている．その不可能なこと，つま

数に対応させている．学習者の質は，
（点）数の

り，序列化をむりやりに行おうとするやり方

質とは本来的に無関係であることから「序列化を

を，私は「序列主義」と名づけて，それに反

むりやりに行おうとする」という事態であろう．

対しているのである．

しかしながら，この事態においては，点数に対応
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（ibid.: 56）

させること自体には「序列」は関わっていないこ
ともまた看取可能である．点数に対応する学習者
が比較されるのではなく，学習者に対応する点数

と，
（何らかの方法で）捉えられた「差」という

が比較されるのである．

異なる質の集合の比較に言及したうえで，異なる

学習者に関わる現象を自らの知りうる表現で捉

質の序列が含まれることを拒否している．つま

えるとき，比較可能な序列を有する何らかの質が

り，質の比較を不可能であると放棄しつつ，質の

選択されている．すなわち，
「点数」の例示にお

比較を必要としている．さもなくば，
「差」は認

いては，点数という手段で学習者を理解すること

（存在
められるが示し得ない（i.e.: その意味では「

に序列が伴っているというのが本質である．

し）ない」
）ということになる．

ところが，他方で，序列主義批判の立場もま

すなわち，次の 2 点について，立場を問わず評

た，
「長さ」あるいは「重さ」という同一の質を

価から切り離すことは適わない．第一に，評価に

採用することによって，それらの質に伴う諸概念

際して，特定の人間を「差がある」として捉える

の流入を許している．対象を捉えることを通じ

ための方法を「不可能である」として捨てること

て，対象を捉える際に採用される質の持つ性質に

．また，第二
はないであろう（=個体の存在承認）

何らかの要求をすることは出来ないのであり，当

に，それらの「差」が「変わった」と捉えるため

然，質の持つ性質に「序列」が含まれていたとし

には，
「変化」を捉える方法が必要であり，
「変

てもそれを排除することは出来ないのである．よ

化」は「比較」からもたらされるであろう（= 個

って，
「比較」なるものを排除することも不可能

体の同一性承認）
．
つまり，質的な差異 / 固有性に一切の「比較」

であることになる．
また，遠山の語りにも表れているように，
「序
列化」と「比較」は異なる．比較が行われ，その

なるものを排除して関わることは不可能であると
いうことである．

）にお
比較結果の（解釈及び）表現（=「序列化」

そして，
「序列化をむりやりに行おうとする」

いて概念投影的に（質の持つ）
「序列」が再認さ

ことが問題の射程から外れた今，不可避的に伴う

れているのである．そのため，
「序列化」を指し

序列の有無について是非を問う必要はない．なお

て，
「むりやりに行おうとする」ことは出来な

かつ，質は導入されるのであり，対象の比較と評

い．
「むりやりに行おうとする」ことが出来ると

価詞の比較は異なり，評価は後者で生ずることも

すれば，比較についてである．そして，序列主義

確認済みである．よって，上述の 2 点の承認は共

批判の立場は初めから（= 前提として）その可能

に質の比較，すなわち，対象（i.e.: 学習者）に任

性を拒否している．

意の評価詞を与え比較することが可能であるかを

問題を整理すれば，比較は評価することに不可

問うものである．これが不可能であるならば，評

避に伴うにも関わらず，特定の質の内部で通用す

価自体が不可能な行為かつ作動であることとな

る比較しか認めず，質と質との間の比較の不可能

る．これに関する考察に移りたい．

性を自明視することに要所があるといえる．序列

上の議論を敷衍すれば，本稿で検討している

主義への批判は，質の比較を不可能であると放棄

「評価」に対する「比較」の役割は，その可能性

することにより成り立っている．

を担保するものであることになる．そして，質の

一方で，遠山もまた

比較の可否は，その可能性についての残された疑
義であるといえる．
「評価は可能な行為かつ作動

「人間には差がある」ことは，ある意味では

である」と想定した場合，どのような「比較」で

本当である．人間は顔がちがうようにみなち

あれば「評価」を実現出来るか，を示すことが求

がう．つまり「差がある」
．そこまでは正し

められる．

い．だが，その差を一直線的に序列づけるこ
とができるかどうかはまったく別の問題であ
る．
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か > という質を巡って応答が生じている．

4「らしさ」のコンテクスト

ただし，コンテクストは小嶋（2016）において
質の比較は，
（前節にみたように，
）それが可能

確認されているように，観察作動によって主観的

である場合，質に対応する（数字を含む）評価詞

に構成される．あくまで本例は「子ども同士 / 大

によって可能となる．しかし，他方で，評価詞が

人同士」と例示されうるような（コミュニティ

質的に同一な異表現であることを自明視してしま

の）コンテクストのみを指している．

4

4

4

4

4

えば，これらを疑うことは出来なくなる．あるい

第二の被評価者の問題とは，例えば，
（たとえ

は，序列主義批判の立場においても批判対象では

大人同士のコミュニティでも，不一致を生じさせ

「序列」にみるよう
ない（i.e.: 正当に認められる）

るような）不自然な言い回しを巡って，それが高

に，限定的な「比較」が認められる範囲でしか

名な哲学者の言であれば「ここでの解釈は，その

「評価」が不可能なものとして，後者が前者を制

言い回しに隠された意図が…云々」という反応が

限し規定するだけとなる．

生ずることあったり，どこかのだれか（i.e.: 不通

両論の間を探るべく，質の比較の対象となって
いる質自体に論を絞りたい．

無名の者）の言であれば「拙い文章，表現を改め
るべき」という反応が生ずることがあったりする

例えば，
「長所を伸ばす」という観点で捉えれ

ことに観ることが出来る．

ば，伸ばした長所が異なる際に，それらが比較出

そこでは，この言い回し以前からの < 何か >（=

来ないということが問題の根底にある．質的な同

評価詞）という質の維持により応答が生じてい

一性が確認されている共通項でしか評価が成立し

る．

ないのであれば，得手と不得手を比較することに

これらに観られるように，評価詞はコンテクス

なりかねず，また，そもそも「得手」と「不得

トの中にあり，それゆえ，コンテクストが評価詞

手」も特定されない．それゆえ，ある学習者の得

の担う質を変えることになる．学習者現実を評価

手と別の学習者の得手が比較の対象とならず，評

するには，学習者現実が置かれているコンテクス

価は排他的にどちらか一方において評価（あるい

トも合わせて評価する必要がある．

は序列）を決めるものとなる．
すなわち，質の比較の論点は，非共通項を対象

5 遂行論的評価の手法

としたときの「学習者の理解の仕方」が不在であ
ること，換言すれば，学習者 A の「学習者 A らし

これより，上記に応ずる方策の提案を行う．

さ」と学習者 B の「学習者 B らしさ」を比較出来

セカンドオーダー・サイバネティクス・システ
ムにおいては，対象化を通じて生ずる 2 つの次元

ないことの反証の可否にある．
本節では，この「らしさ」の比較を阻むものを

から，システムの 2 項関係により問題が敷衍され

検討する．それは，2 種類のコンテクストに係る

る．それゆえ，ここでは，教授者と（個々の）学

問題として示すことが出来る．評価がなされるコ

習者という 2 者間関係について考える．しかしな

ミュニティの問題と被評価者の問題である．

がら，その成果は，学習システムが輻輳する多対

第一の評価がなされるコミュニティの問題と

1 の関係，評価システムが輻輳する 1 対多の関

は，例えば「鳥が泣いている」という表現を巡っ

係，双方のシステムがそれぞれ輻輳する多対多の

て，子ども同士のコミュニティでは「
「泣く」じ

関係へも応用可能である．

ゃなくて「鳴く」だよ !!」等の応答が生ずること

本稿は，まず「評価不能」という評価を加える

があったり，大人同士のコミュニティでは「その

こと（e.g.:Good 及び Bad に加えて N/A を追加す

鳥を見つめている作者の心情が…云々」等の応答

ること）を提案する．ここでは考察のため（i.e.:

が生ずることがあったりすることに観ることが出

厳密には「何らかの Good」という質を指すもの

来る．

，悉
であり，Good と Bad は同質の序列ではない）

そこでは，この表現をしてしまう < 何か >
（= 評

無律で考えるが，Good（や Bad）の代わりにその

価詞）という質，また，この表現が出来る < 何

他の評価詞（/ 質）を用いることも複雑にはなる
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（3）あるい
せのとき「A<B」がそれぞれ得られ，

また，ここで登場させる「教授者」は，実際に
対象知識を教授しているかは問わない．教授する
べく存在している役割として学習者から捉えられ

は（3′）を含むものについては「評価不能（= ナ
ンセンス）
」となる．
これにより，ここでの考察において，直接に序
列は得られないが，学習者 A における知識αと学

る「教授者」を指すものである．
そして，Ryle（1949）の知識理解は知識を持つ
もののみ可能であるという指摘により，評価（行

習者 B における知識βを巡る 1 対 1 の比較は得ら
れる．

為の）可能性は知識を持つあるいは持たないとい

ところで，知識の双方向評価に抜けている項，

う自覚であり，事前（に存在していたコンテクス

すなわち，学習者 A における知識αの評価に関し

トで）の自己評価は必須となる．なお，ここでの

て，
（4）もし教授者の「知識を有する」が偽であ

「知識」とは，知識作動（/ システム）を指してい

り，学習者の「知識を有する」が真であるなら
「学習
ば，
「教授者による学習者の評価」は N/A，

る．
以上を踏まえたそのうえで，
「教授者による学

者による教授者の評価」は Bad となる．

習者の評価」と「学習者による教授者の評価」を

この評価は，先の（1）〜（3）の 3 項とは少し

同時に行うということを提案する．一方から一方

性質が異なる．単純な双方向評価における評価者

を観て，
「知識を有する」が真であるとみなし（=

- 被評価者関係を考えれば，知識を持たない者に

知識が観察され）うるかを問うということであ

知識を持つ者は評価出来ない，とする Ryle の言

る．

をなぞるだけである．しかし，
「学習者による教

学習者 A（= 主体システム）における知識α（=

授者の評価」の意味を考えれば，
（3）のような，

（抽象化可能な）学習システム）の評価（システ

（正当化に）意味のないものではない．他方で，

ム）について，
（1）もし教授者の「知識を有す

（1）及び（2）のような，学習者による評価が教

る」が真であり，学習者の「知識を有する」もま

授者の評価を正当化するものと近いが，しかしな

た真であるならば，
「教授者による学習者の評価」

がら，具体的な評価詞を正当化するものではな

と「学習者による教授者の評価」は共に Good と

く，これは評価不能という評価を正当化するもの

なる．一方で，
（2）もし教授者の「知識を有す

である．すなわち，教授者の「知識を持たない」

る」が真であり，学習者の「知識を有する」が偽

という自己評価の肯定である．さらにいえば，そ

であるならば，
「教授者による学習者の評価」は

の者が，評価に加わったこと（そして，加わるこ

Bad，
「学習者による教授者の評価」は N/A ある

と）の不適切さを証明するものである．

（3）
いは Good
（= 教授者の権威）となる．そして，
もし教授者の「知識を有する」が偽であり，学習
者の「知識を有する」もまた偽であるならば，

6 遂行論的評価において異なる主体システ
ムで輻輳するシステム

「学習者に
「教授者による学習者の評価」は N/A，
よる教授者の評価」は N/A あるいは Good（= 教授

これらから帰結されるものとして，あらゆる知
識に関して，教授者は学習者と同等以上の知識を

者の権威）となる．
これらは，
（3）を除き，学習者による評価が教
授者の評価を正当化する．

有していなければ，評価に加わることは出来ない
のか，また，単一の知識だけでなく，それらの複

同様に，学習者 B における知識βの評価の場合

合体である学習者現実自体の比較において新たに

（2′）
（3′
）とする．そし
分けを，それぞれ（1′）

生じてくる現象はないのか，という点（i.e.: 共に

てこれを用いて，異なる知識の比較を通じた学習

（単一の）知識を巡る評価が再帰的に現実の構成

（1）と（1′）と
者 A-B 間の教授者による評価は，

に含まれること : 端的には「評価すること」とい

の組み合わせのとき及び（2）と（2′）との組み

う現象自体が認識主体において持つ意味）が新た

，
（1）と（2′）との組み合
合わせのとき「A=B」

な問いとして生じてくる．

，
（2）と（1′）との組み合わ
わせのとき「A>B」

しかし，それらの問いへの取り組みは別の場に
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譲りたい．本稿の目的はすでに果たされている．
ファーストオーダー・サイバネティクスにおけ

らくこれは，精度の議論に解をもたらしうるであ
ろう．

る評価対象の問題（へと還元されていた問題）

しかし，その採用の目的が，例えば，評価や調

が，セカンドオーダー・サイバネティクスにおい

査である場合，評価のためにそれだけの規模が必

ては評価方法の問題へと再定位された．小嶋

要か，及び，調査のために被調査者側の前提に

（2013）の Apel（1975）の議論に基礎付けられる

「遂行論的評価が出来ること」を加えることは適

事象が評価問題の解決を通じて再認されている．

切かということが新たに問われるはずである．

これは，概念主義-遂行論-方法知一元論による学

それゆえ，ここで登場するであろう新たな型を

習研究が，その研究者の認識を始めとするあらゆ

要求する新たな目的と精度との天秤は，実証的枠

る関係者の認識を同列に扱い得るということであ

組みで，あるいは，臨床上の課題として，その精

る．すなわち，輻輳する各システムにおいて「評

度が俎上に上がって後の議論となる．この点もま

価」を可能とする（/ 不可能としている隘路の回

た別稿に譲ることとする．

避の）方途は，上記の同列性が質の比較を含みう
（B）
ることによって示された（= 第 2 節の（A）
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