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Is knowledge an 
obstacle to teaching?  

 

第 2 章 知識は教えることの邪魔になるのか？ 

 どんなことを教える際にも、教える内容についてよく知っていることが大切である。この考
えは自明であり、疑いのない事実と思われる。チェスを教える人はチェスについて熟知してい

るはずである。「何かをよく知っている人はそれを他の人に教えることができる」と考えるこ

の原則は、数百年にわたって産業界やほぼすべての雇用形態で用いられてきた。どんな職に就

いたとしても、その職における知識や技能に習熟した者から教えを受けるのが通常である。師

匠や親方から直接的な対人関係を通じて技能を習得する伝統的な徒弟制度はまさにこうした考

えに基づくものである。多くの分野で、熟達者が新参者に知識を分け与えることは当然のこと

とされている。 

	 しかし、学問の世界でもこのことは自明だろうか? 学問内容を詳しく知っていれば、その学問
を教えられるものだろうか? 不思議なことに科学的研究の成果が繰り返し明らかにしてきている
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ことは「教師が教える内容について深い知識を持っていることは、教えられる生徒の到達度に

ほとんど影響しない」ということなのである。これは、すぐ前のパラグラフで当然視されてい

た原則と矛盾しているではないか。 

	 重要なことは、教える内容の熟知と教えることの熟達とは別のことだということである。

（教えることの熟達については第12章で取り上げるので参照されたい。）実は、科学的研究か
らは教える内容を熟知することについて以下の相反する知見が得られている。 

a)「教える内容について無知でもそれなりの教師にはなれる」というわけではない。 

b)「教える内容について高度な知識を持っていれば、教える能力が保証される」わけでもない。
むしろ、多くの場合、知識がある人ほど知識を持たない人の視点がとれなくなってしまうので

ある。 

 

熟達者は課題の困難度を低く見積もりがち 

	 ある分野の専門家が初心者にその分野について教える際にしばしば困難を経験することは多

くの調査で明らかにされてきた。例えば、パメラ・ハインズ (1999) によると「携帯電話の使い
方を覚えるのにどれくらい時間がかかるか」の予測は、使い方に精通した人の方が初心者より

も不正確になりがちである。これは「知識の呪い」として知られる現象で、専門家になるとそ

の仕事を初心者がどれだけ難しく感じるかがわからなくなってしまうのである。ハインズが明

らかにしたことも同様で、何かの技術に習熟するにつれてその技術を習熟することの難しさは

それほどでないように思えてくるものなのだ。ハインズの調査では、携帯電話の使い方をマス

ターした人は、自分の習熟にかかった時間も実際より短く錯覚していた。このように専門家は

自分がどれだけ苦労したかを忘れてしまうため、初学者の学びについての予測も外れてしまう

ことになる。だからこそ、教師は生徒の視点で学びのプロセスを見ることが重要なのである。 

  

熟達者は伝えるのが下手 

	 ディビット・フェルドン (2007 b) は多くの研究を調べ「専門家は自分のしていることをうま
く伝えられないこと」を報告している。専門家の持つ知識は専門的体系化がなされているため

に専門家同士でしか話が通じないことになりがちだ。もちろん、その体系化された道筋をもう

一度たどるように説明すれば上手く伝えられるのだが、なかなかそうはいかない。専門的知識

は高度な暗黙知に基づいているため、他人に伝えるのが難しいのである。「暗黙知」とは「言

葉では表現できないような知識」のことであり「よくわからない知識」でもある。例えば、自

転車に上手に乗れても乗り方を誰かに説明することはなかなかできない。「人はボールを捕る

方法を他人に説明できないこと」も科学的研究によって実証されている。 

	 熟練者が自分のやっていることをうまく説明できないのは、技術は自動化されていて無意識

にやっているからである。まさにフィルドンが見出したとおりである。高いレベルの専門知識

を持つことは、それを教える場合にはむしろ邪魔をするのである。わかりやすく説明しようと

しても、初心者にとって重要なことを省略してしまいがちである。昔自分が経験した「一歩ず

つのステップ」を忘れてしまい、初学者には難しい用語を使ってしまう。多数の研究が専門家

は素人が持つ知識を正しく推測できないことを明らかにしている。  
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	 ハインズとパターソン、フェッファー (2001) は、心理学実験によってこうした専門的知識の
負の効果を検証した。この実験では電子工学が専門の大学院生を「専門家」とみなし、初学者

との比較がなされた。両者に「電子回路をテストするための初心者向けの教材」を作るよう求

めると、大学院生は普段使っているような抽象的な表現や先進的な概念を用いた教材を作っ

た。一方、初学者が作った教材ではより具体的で平易な用語が使われていた。実際にこれらの

教材を使って素人に教えてみた結果も著しい差になった。 (a) 初学者の教え方のほうが有効で
あり、(b)教わった側からの評価も大学院生の方がずっと低かったのである。 

	 一方で、専門家である大学院生から教わったことは、別の技能の習得に応用されやすいこと

もわかった。新しく覚えた技術を別の技術に応用するような場合には、大学院生からの抽象的

で専門的な用語を知っていることが有効だったのである。つまり、専門的であることは初心者

の指導には不向きだとしても、悪い面ばかりというわけではないということだ。 

 

生徒は知識の豊富な教師が好き 

	 それでは、教師が教科内容について熟知することをどう評価したらいいだろうか？もちろ

ん、熟知することは教えるために良いことである。それは『学びの見える化』でも報告したよ

うに科学的研究でも明らかにされている。もっとも、それはそれほど大きな効果というわけで

はない。  

	 また、教師の知識が豊富であることは、科学のような専門的で体系的な教育には有効であ

る。このことは、知識が豊富な教師のほうが生徒に好まれることに現れている。特に、その教

科への情熱が溢れ出てくるような教師を生徒は好む。生徒たちが「良い教師」と評価する理由

には、力量、信頼性、公平性などが挙げられるが、これらの特性は生徒たちの学びそのもので

はなく、生徒たちのやる気を引き出す効果があるようだ。注目すべきことは、生徒たちが「頭

が良く知識が豊富な大人としての教師」といろいろなやりとりをすることを高く評価している

ことである。 

	 心理学実験室でなされた研究の多くが、子どもが「この人は知識が豊富じゃないな」と思う

人からは学ぼうとしないことを明らかにしてきている。結局のところ、人は「自分と同程度だ

ったり自分より無能だったりする人」からは学ぼうとはしないのである。そこで「すべてを知

っている」かのように振舞ったり「達人」ぶったりしないまでも、知識が豊富であることや知

識への強い探究心を示してみせることは役に立つだろう。そうすることで、生徒たちはあなた

が信頼できる意欲的な教師であると思うようになるからである。  

	 しかし、その逆もありうることがつい最近の研究で明らかになった。あなたが深い専門的な

知識を持っていることで「(a) あなたの知識や能力」と「 (b) 生徒が必要としている指導内容」
との間に大きなギャップが生まれてしまうからである。数学教育者たちはこうしたギャップを

「専門家の盲点」と呼んでいる。それは、高校での数学教育課程を編成する際に卓越した数学

者が間違った判断をすることがあるからである。教科内容に精通することだけでは初心者に上

手く教えられるようにはならない。また、あなたの専門知識が障害となって生徒にとって何が

必要なのかが見えなくなってしまうことにも留意するべきである。 
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学習ガイドとしての読者への問い 

1. 中世に発達した徒弟制度は、新しい工芸品の維持・開発、分業を必要とする複雑な事業の遂
行、新しい世代の後継者の育成、文化的知識・発明の継承など、の目的を達成する手段として

社会全体にも広く浸透した。教員養成にも徒弟制度が導入され今も残っている。さて、現在も

行われている教育実習や初任者研修の根拠となっている仮定は何だろうか？ 

2. パメラ・ハインズは「知識の呪い」が実際に存在することを携帯電話の使い方を教える実験
研究で検証した。ではこの「知識の呪い」とは何だろうか？このことは、自分が巧くできるこ

とを他人に教えるときに留意すべきどんなことを示唆しているだろうか？ 

3. ディビット・フェルドンは多くの研究を調べ、熟達者が初学者とコミュニケーションをする
際に深刻な問題があることを指摘した。その問題とはいったいどのようなことだろうか？ 

4. 熟達者と初学者とで教え方に違いがあるという研究を紹介した。その違いとは何だったろう
か？どちらの教え方のほうが教えられた側に好まれていたか？ 

5. 子どもたちは知識と能力のある教師を明らかに評価している。実際、無能だと思う大人から
は学ぼうとしない。このことは何を意味しているだろうか？教師は子どもたちに対してどう振

る舞うべきだろうか？ 

展望： 教科内容の知識は教師のためになるか 

	 職業教育における徒弟制度や常識的な考えに反して「ある分野での知識が豊富な人が自動

的に良い教師になれる」わけではない。特に初学者に対して、知っていることをわかりやす

く伝えることは簡単ではない。「共感ギャップ」と呼ばれる現象が、認知のギャップにも生

じてしまうからである。（「共感ギャップ」については次章で詳しく説明する。） 

 しかし、知識が豊富なことは悪いことばかりではない。知識が豊富な教師は生徒からの尊

敬が得られる。そもそも、知識が足りない大人は子どもたちから評価されない。もちろん、

子どもたちに助言したり評価したりする際にも、深い知識は大いに役立つ。基本的な知識を

欠いていたのでは、子どもたちの間違いを見つけたり修正したりも難しくなる。子どもたち

の理解を助けるためのより深い助言もできない。 

 教科内容について幅広い知識を持つことは、良い授業をするための必須条件であるだけで

なく、子どもたちへの個々の指導にも必要である。豊富な知識を持つことで、子どもの学び

の問題点を診断し、修正のための助言や適切な目標設定をし直すことができる。つまり、豊

富な知識を持つことは、個別指導には不可欠なのである。知識があれば、子どもがどこでわ

からなくなっているのかを見つけやすくなる。クラス全体に教えている際には気づきにくい

「認識ギャップ」も、個別指導においては、豊富な知識を持つ教師なら気づけるようになる

のである。 
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6. 教科内容について熟知していることは、クラス指導の場面では、それほど重要ではない。し
かし、教師が豊富な知識を持つことが極めて重要であることもある。それはどんな場合だろう

か？ 
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私訳者による批判的コメント (2021.1.28) 

	 第2章には反論したいことが多い。まずタイトルの「知識は教えることの邪魔になるの
か？」への著者らの答えが正しくないと思う。著者らは知識の必要性を認めながらも、そこに

は「認知ギャップ」など注意すべき点があることを言いたいのだと思うが、知識を持つことの

難点を強調しすぎだと思う。 

	 冒頭にある以下の2つの主張の対比もa)はもちろんそのとおりだが、b)がこれに対比されるほ
どのことではない。b')が正しいと思う。 
a)「教える内容について無知でもそれなりの教師にはなれる」というわけではない。 
b)「教える内容について高度な知識を持っていれば、教える能力が保証される」わけでもない。 
b')「教える内容について高度な知識を持っていれば、教えることができる」が、いくつかの注
意が必要である。 

	 明らかな誤解は、著者らが認知心理学における「手続き的知識(procedural knowledge)」を熟達
者がうまく教えられないことの根拠としていることである。「手続き的知識」は「非宣言的知

識や非陳述的知識」と呼ばれることがあるもので、要は自転車の乗り方とか水泳のクロールの
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泳ぎ方のように身体で覚えたことである。本章では「ボールのキャッチの仕方を教えられな

い」という例が使われている。 

	 しかし、「ボールのキャッチの仕方が教えられない」のは知識を持ちすぎたからではなく、

それが「言葉に表現できない知識」＝「非宣言的知識」であるからにすぎない。運動技術のよ

うに身体で覚えたことは、言葉ではうまく説明できないものだというだけのことである。 

	 非宣言的知識であっても、プロ野球のコーチなどは「言葉に表しにくい知識」をうまく比喩

的に表現することで初心者に伝えている。そうした知識は当然ある方がないよりいいものであ

る。比喩的に表現するための知識は、ここでいう「教える内容についての知識」ではなく「教

える技術としての知識」であると言うかもしれないが、両者の区別は曖昧である。 

	 そして何よりも、しっかりと「手続き的知識（＝非宣言的知識）」を身につけている熟達者

は「それをやって見せることができる」という利点を持っている。知識がない人はやって見せ

ることはできない。徒弟制度でもプロスポーツの世界でも、弟子や練習生は「模範となる仕事

の様子」や「模範となるプレー」を見て学ぶのである。知識を持たない師匠が弟子に教えられ

るわけがない。 

	 知識を持っている人が持っていない人の視点に立てないことは、認知心理学では「後付けバ

イアス (hindsight biases)」として知られている。これは「認知ギャップ」の一種であるとも言え
るが、認知ギャップ以上に教師が留意するべき現象である。「後付けバイアス」とは「一度答

えを知ってしまうと、答えを知らなかった状態には戻れない」という現象である。そして、一

度答えを知ってしまうと、問題そのものが簡単に感じられるようになる。たとえば、数学の図

形の問題などでは、補助線をどこに引くかが正答を見つける大きなヒントになる。答えがわか

らない時には「どこに補助線を引けばいいのか」がわからない。しかし、一度答えを知ってし

まうと、見ようとしなくても補助線が見えてしまうのである。別の例では、山道で道を間違え

やすい分岐点などで正しい道を判断する目印がある。そうした目印は初心者には気づかれにく

い。ところが、一度目印に気づくと「なぜ今までその目印に気づかなかったのか」がわからな

くなるくらいになってしまう。その結果、初めてその道を辿る人にはそれが気付きにくいもの

であることがわからなくなってしまうのである。 

 


