
く最終講義> 大学生活に夢と希望を

これからここにお話しすることは,私の専門と

は別把,今日までの長い間,学生諸君に接しなが

ら思い,そして感じたことなどを中心にして纏め

たもので,その内容はおおよそ次の4通りから構

成されております｡

1 :大志を抱いて生きよ

2 :大学で学んでほしいもの

3 :教育の場としての大学とその現状

4 :技術への人間のかかわり方

以下,その順に従って話を進めます｡

まず始めに,ここにお集まりいただいた学生諸

君に"君達は何のために大学に入学してきたのか〝

と改めてお聞きしてみたいと思います｡ "今更改

めて何を〝　と思う方も多かろうと思われますが,

もし諸君の中に,中学時代は高校-,そして高校

時代には大学へ入ることだけを目標として勉強し

てきた方がおるとすれば,その人は入学と同時に

自分の目標を失ってしまうことになり,その後は

改めて,新たな目標を探し求めなくてはならない

ことになりましょう｡良い上級学校に入ると言う

ことは,学問をするための良い環境を得るのに選

んだ一つの手段であり,少なくとも若人の目指す

目標であってほ欲しくないことです｡

特に大学は,そこへ入って学問をするのが本来

のE]的であって,入学するのはそのための手段に

すぎない,と言うことを忘れてはなりません｡

生きる目的を探し得ない人は,常に手段をその

時々の目的に肩代わりさせ,その場その場を過ご

すことになるわけです｡そこで,大学に入ること

を取り敢えずの目的にした人は,次に単位を取っ

て卒業すること,その次には良い企業に就職する

こと,その後は良い伴侶を見付けること,と目的

が次から次へと変わって行き,目まぐるしい人生

を送らなければならなくなることでしょう｡社会

に出てからの生活もまた,同じような繰り返しに
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なるのは当然と思われます｡

"人生のでき得る限り早い時期に,生きる目的

を自分の頑の中に定めること〝　これをいつの時に

決められるか,がその人間の価値を決めることに

なるわけです｡ "大志〝　とは心に決めた大きな目

的と言うことでありますから,かの有名な言葉,

『少年よ,大志を抱け』とは,まさにこの事を端

的に表した名言と言えましょう｡

その昔,大学進学率が2, 3%,或いはそれ以

下の時代では,友人が大学に行くからとか,親が

また教師が進学を進めるから,と言う唆味な理由

で大学に進む人間は殆どいませんでした｡多くの

進学希望者はそれぞれ自分なりの大きな目的,す

なわち大志を持って大学を目指したものです｡

私が小学生の頃の話ですから,昭和10年代初期

のことだと思いますが,当時,静岡市内に,私の

叔父夫婦が住んでおりました｡大きな家でしたが

子供がいなかったこともあり,よく学生さんを下

宿させその世話をするのを楽しみの一つにしてい

たようです｡その学生さんたち,大変良く勉強す

るそうでしたが,私が叔父の家に遊びに行くと,

私の遊び相手もよくしてくれたものでした｡そん

なときの話に,学生さんが自分の未来の夢を話し

てくれたのを,子供心にもよく覚えておりますo

まさに,人間すべからく大志を抱け,と言うこと

でした｡その学生さんたちは旧制静岡高校の人た



ちで, 『うちの学生さんは殆ど皆,東大に合格して

上京するのです』と言うのが叔母の自慢でしたか

ら,それは子供心にもずいぶん羨ましく思えた記

憶があります｡

ところが,現在のように進学率が40%にも近く,

大学に進む人間が珍しくない時代では,学びたい

ものをしっかり頭の中に描いて入学してくる学生,

つまり大学に入るための心の準備が十分にできて

いる青年,が大層少なくなってきているように思

われます｡手段を目的と間違えて入学してくる学

生が多いためか,大学で何を学ぶのかを問われて

も返事ができない学生がよく見受けられます｡"学

びたいもの〝を自分でつかんでいなければ,教師

から要求される学習をやっとこなすだけで精一杯

と言うことになりましょう｡いや,それさえ十分

にできないまま,半ば教師をごま化して卒業して

しまうような,世渡りだけが上手な学生が続出し

てしまう結果にもなり兼ねません｡

大学時代は,自分の人生目的をしっかり定める

最後の絶好の機会である事,また,自分がこれか

ら一生を任せる専門基礎をしっかり身に付けるの

に必要な大事な期間であること,を忘れてはなり

ません｡大学は,学問を教えてもらうところでは

無く,みずから学び取る所でありますから,大学

に入れば何か良いことがあるであろうと考えて入

学する人間は,結局大して得るものなしに貴重な

大学生活を,そして青春を無駄に過ごしてしまう

ことになり兼ねません｡

空腹を感じた人間が食卓に集まってくるように,

学問をしたいと思う学生がみずから大学の門を訪

れることが最も好ましい姿です｡そして,自分で

欲しい物を探し求める努力をするとき,初めて"大

学生活の真の楽しさ〝を自覚できるようになるこ

とでしょう｡

学生諸君に講義をしているとき,本当に学ぶ気,

やる気があって出席している学生がどれ程いるの

だろうか,と首をかしげたくなることがよくあり
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ます｡出席を強要して学生を教室に集めても,ま

た勉強しないものには単位を与えないと,追試験

を繰り返しても,学生自身に学ぶ気が起こらない

限りどうにもならないのは当然です｡この学ぶ気

のない学生とは本当に怠け者なのであろうか,と

よく思います｡

人間性の科学である心理学では,人間がどれ程

怠け者であるかを試す実験がいろいろ行われてお

り,大変面白い結果が得られているようです｡人

間の意志,行動を決定する直接の原因,すなわち

動機を作る本質がどこにあるのか｡この問いに対

して,つい最近まで最有力だった心理学上の理論

は"人間は本来怠け者である〝と言う動機付けの

伝統的理論である,と言われております｡いや,

日本の国では未だに一番有力な理論である,との

ことです｡心理学がこのように特定の人間観を支

持することは,今日では大きな社会的意味を持ち

教育に関する方策も心理学的な裏付けを持った人

間観から引き出されることが少なくありません｡

心理学が人間怠け者説を唱えていれば,教育の場

を楽しいものにしようとする試みは否定されてし

まいましょう｡

学生に受講を強要し,単位の取得を卒業の条件

にして勉強を強制する現状は,正にこの伝統的理

論に基づく"むちと飴〝的教育法に外ならないも

のだと思います｡何が"むち〝で何が"飴〝かほ

お分かりでしょう｡

しかし,このような考え方,方法に対して,人

間は決して怠け者ではなく,本来活動的であり,

自分の能力を発揮するためには努力を惜しまない

ものである故,大学などのように学問の場にある

人間は知的好奇心に駆られ,知的探索を行なおう

と,自主的に勉学に励むのである,と言う考え方

にも一応の筋が認められるようです｡この様に考

えると,仕方なしに勉強している学生諸君が多い

と言うことは,人間本来の性質を発揮できるよう

な適切な条件や環境が今の大学には備えられてい

ないと言うことになり,その結果学習の楽しみや



喜びが味わえないでいるのである,と言うことに

なりそうです｡現状のように,入学してくる学生

に対し大学がむちと飴を用意して教育を行う限り,

学生の知的好奇心,向上心の高揚を期待するのは

到底無理な注文であろう,と思えるところです｡

文部省がこの辺の事情に気付いてかどうかは別

にして,今大学の設置基準法が大幅に改定され,

各大学で大きな教育制度の変更が計画されており

ます,文部省の言う理想は誠に結構なのですが,

果たして今回行われている大綱化の程度で,大学

本来の理想を実現することが可能であろうか,そ

して,学生諸君が本当に学び気を起こしてくれる

だろうかと思うとき,いささか疑問を感じざるを

得ません｡

この改革により,確かに学習方法の多様化など

教育に対する自由度は従来より増すことになりそ

うですが,どれ程の効果がありましょうか｡所詮

は,所定の単位を取得させ卒業証書を与える,と

言う点には変わりなく,いわゆるむちと飴とを用

意している方策,にも変わりはありません｡

いまここに,私が秘かに考える大学の教育像を

少し述べてみたいのですが,皆さん,遅まきの初

夢と思ってお聞きください｡

結論から先にお話いたしますと,前に述べたよ

うな伝統的理論に基づく"むちと飴〝的教育法は

止めてしまおう,ということです｡具体的に言い

ますと,大学は基礎的な教養知識や専門知識を与

えるためのカリキュラムを作り,それを実施する

ためのガイダンスは丁寧に行うが,現在行われて

いるような,単位を与えるための試験は一切行わ

ない,と言う方法です｡

もし試験をやるとしても,それは自分が学んだ

知識の程度がどのくらいの･レベルであるか,を本

人自身が知るためのもので,この学科目について

は50点位あれば良いと思えばそれで良いし, 80点

くらいの実力が欲しいと思えば,もう一度勉強し

直して受験してみればよいのです｡単位を与えな

いのですから,卒業に必要な条件,などと言う現

在の単位に関する枠も必要無くなるわけです｡こ

のような場合,大学は卒業証書を得るところでは

なくなり,基礎的専門知識を得たいと思う若人が

それを学ぶために集まる場,として解放されるこ

とになります｡大学とは,そういう所でよいので

はないでしょうか｡

この発想は別に新しく突飛なものではなく,覗

在でも,例えば成人教室とか,開放講座とかの

形で実施されており,さらには大学受験用の予備

校や,小,中学生が通う塾なども,ある面ではこ

れに近い形のものと考えられましょう｡学生の実

力のほどは大学があえて判定しなくとも,官庁や

企業などの社会組織が資格試験とか入社試験とか

それぞれ独自の方法で決めてくれることでありま

しょう｡それに耐えうる基礎を大学では養成して

おけば良い,と言うことです｡

現代社会では大学に入学できた能力こそ評価す

れど,大学でどれ程実力をつけてきたかに対して

は,余り期待していないのが実情であることを知

れば,このような方法にも一考の余地はあろうと

思う次第です｡

話をもとに戻し,再度現実の大学を眺めてみよ

うと思います｡大学の教育制度が現状の単位制に

ある限り,学生諸君はまず単位を取らなければな

らないし,単位を取る事に最大の関心が集まりま

す｡そして,単位の取りにくい先生に対しては,

自分の不勉強は棚に上げ,大変恐ろしい評価さえ

するようです｡それは先ずよいとしても,単位を

取ることを目的にしてしまうと,その為には手段

を選ばず,と言うことにもなり兼ねません｡講義

の内容が理解されようとされまいと丸暗記を行い,

それが適わないとなると最悪の手までやり兼ねな

い｡さらに,卒業期が近づき卒業が危ぶまれてく

ると,教官個人あてに泣き落とし戦術に及ぶ｡教

官側にしてみれば,何ともやり切れない心境にな

りましょう｡時には補導教官,卒論指導教官から

まで圧力が加わる場合すらあります｡こんな事態
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は教官にとっては大変煩わしいことでありますか

ら,賢明な教官の中には学生の実力の程などは度

外視して,適当な方法でメクラ判を押してしまう

人もいるようです｡卒業すれば後は何とかなるさ,

と自己弁護をしながら｡

こんな事を毎年繰り返していると本当に嫌気が

さして来るし,こんな雰囲気から早く抜け出した

い気持ちに駆られるのは,私だけでしょうか｡

昨年春,明治大学法学部で生じた大量留年騒ぎ

が社会を賑わした件は,まだ記憶に新しいことと

思います｡例年の2倍に及ぶ大量留年者のうち,

半数強に当る148人の学生が,ただ1課目の必須

単位を取れなかったばかりに卒業延期になった,

と言う事件です｡学生の父親の中には, 『就職も

決まっているのに学校は愛情がない』とか, 『社

会的影響を考えよ』と,大学をなじる声もあった

そうですが,この結論を,昨年(平成3年) 3月

29日の朝日新聞はその社説に次のように述べてお

ります｡

『大学の在り方としては筋が通っているし,少

なくとも学生への愛情不足と批判するのは難しか

ろう』と｡そしてまた『同世代の3人に1人が大

学に進む時代, "レジャーランド〝とか"保育園〝

化した,などとも評されるキャンパスで今回のよ

うな厳しい措置が取られたことは,そんな若者た

ちへの良い"気付け薬〝になるであろう』と評し,

さらに『大学が"教育機関としての大学〝らしく

振る舞う事がニュースになるとは,何とも不思議

な国である』と結んでおります｡私もこの社説に

は同感でしたので,大学人として大いに意を強く

した次第です｡

以上に話して参りました"大学の現状〝を危倶

する社会人も決して少なくはありません｡そして

このような状態が作り出された根源は,現在の教

育制度が作る"学歴社会〝にある,とも言われて

おります｡この学歴社会の弊害は多くの人々が認

めるところですが,これを改めるまでにはなかな

か至らないようです｡先はど私が話した"夢の大

学像〝も,大学としては卒業資格を与えないわけ

ですから,結局は学歴社会を否定した方式と言う

ことになりましょう｡

このような事実はさて置き,ここに集まられた

学生諸君の多くは,今日,日本経済を大きく支え

ている科学技術なるものに興味を抱き,関心を寄

せ,工学部にその端緒をもとめて入学された方々

だと思います｡そして将来は日本の技術革新の担

い手として,大いにその頭脳を期待される若人で

あろう,と信じております｡そこで,そのような

諸君のために少し時間を頂き, "技術-の人間の

関わり方〝について,その流れの一端を述べてみ

たいと思います｡

最近,科学技術の進歩発展と言う言葉をよく耳

にする機会がありますが,何かこの言葉は少し誇

張し過ぎて使われる場合が多いように思われてな

りません｡と言いますのは,実際にこの言葉が使

われている内容は,科学技術というよりむしろ,

先端技術を指す場合が多く,そこに利用される科

学の多くは必ずしも新しいものばかりでは無いよ

うに見受けられるからです｡そもそも,科学と技

術は全く別物であって,その動機も内容もはっき

り違うものである,と言うことをまず認識してお

く必要がありましょう｡

良くど存じの方にはど容赦を頂きたいのですが,

科学は人間の純粋な知識欲から生まれた学問であ

り,自然現象の中に潜んでいる真理を知りたい,

というのがその目的であります｡ところが,技術

の最終目標は人間生活において困っている問題,

あるいは不自由している問題を解決し,生活の向

上に役立てようと言うことでありますから,その

歴史は古く,現実の問題は非常に複雑であり,ま

た暖味でもあり,簡単に処理できる代物ではあり

ません｡そこで,技術の歴史は,考えようによっ

ては自然科学の歴史より遥かに古く,その源は全

く別のものであるわけです｡

自然科学がガリレオ,ニュートンの頃に始まっ
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た学問だとすれば,その歴史はたかだか16世紀以

来のものになりますが,人間の生活に必要な種々

の機械を作ることは自然科学の誕生以前から行わ

れていたことで,それは人間の生きるための知恵

であり技であったわけです｡例えば,制御技術の

発端がすでに紀元前に見られたなど,私が講義中

にお話した良い例でもあります｡

機械が人間の設計通りに動くよう作られた道具

だとすれば,コンピュータも航空機も大変勝れた

機械であり,そこに自然科学の多くの成果が利用

されはするものの,これらの機械は多数の技術者

の努力に因って生かされた技術的産物以外の何も

のでもありません｡

技術がこの様に急速な進歩を遂げたのは,科学

の方法論を取り入れた結果であり,技術にこの方

法論を採開したものが皆さんの学ぶ工学ですから,

技術の発達は実に工学のお陰である,と言うこと

ができるわけです｡このように,自然の神秘性を

扱う科学と人間の生活を楽しむための技術とは根

本的に異なるものですが,最近の技術には高度に

発達した量子力学や物性物理学の成果が広く応用

され,その成果がまた新しい自然科学の進歩に役

立つように,科学と技術は相互乗り入れした形で

存在し,それこそ科学技術の名にふさわしい世界

が開けたわけです｡

とにかく,我々人類はこれまで科学と技術とを

連携させ,工学の発展を計り,かつて無いほどの

繁栄を得たわけですが,このような技術の進歩発

展が一方では社会のあちこちに大きな歪を与え始

めている,と危慎する人も最近では少なくないよ

うです｡例えば,コンピュータの発展が情報に関

する広い分野に渡って,人間生活に多くの貢献を

果たしているのは,大変結構なことなのですが,

これが社会生活を一変させるような情報システム

にまで及ぶと,個人の自由,秘密の侵害にもなり

兼ねない問題が生じ,ことは複雑になろうと言う

ことです｡例えば,コンピュータによる国民総背

番号制などはその一例とも言えましょう｡更にま

た,分野は異なれど科学の粋を尽した原子エネル

ギーの利用,さらには新物質による環境汚染など

も多く問題のあるところです｡

コンピュータの利用は,確かに工学の持つ合理

的な思考法を用い,社会の不合理や無駄を無くし

人間社会を合理化してきましたが,このような合

理化論だけで,人間と言う複雑な代物を構成要素

とする社会と機械とを組み合わせたシステムの構

成が可能かと言うと,それには大いに疑問がある

と言うことです｡つまり,科学的合理化だけを追

っていても,人間生活は必ずしも全ての面で豊か

になると言う保証はない,と言う見方です｡ "令

理化反対〝などと言うプラカードを街の中に見受

けるのも,あながち,その中に人間の複雑なやる

せない心情が含まれているのかも知れません｡

このような社会技術システムを取り扱う時,料

学的には扱いにくい問題として,人間の大脳が生

み出す不思議な働きが大きく指摘されます｡その

二,三の例を述べてみますと,人間には非常に合

理性に富み,綿密な思考や行動そして判断を行う

ことができる能力がありますが,その反面,非常

に唆味な意志の決定や行動を行う面もあり,更に

また,何ら理論的分析などすることなしに,ある

直感の下に物E:とを判断する別の機能,例えば勘

とか閃きと言った類の唆味で非論理的な能力もあ

ると言うことです｡また,人間が日常的に情報を

処理する言葉や会話に見られる嘩昧さ,さらには

パターン認識として知られている手文字,図形,

そして音声の識別,さらに高度なものとしては表

情の識別など,数多くあります｡

このような脳の働きによる人間,そしてその集

団である社会の問題を取り扱う場合,従来の科学

的方法論とは別に,むしろ今までの学問では避け

て通ってきた唆味さと言う概念を取り入れる必要

があろう,と言う考え方が20年はど前から一部の

システム研究者らの手によって検討され始めまし

た｡こうした物の考え方を工学に取り入れる場合,

その歴史はまだ浅く,従来の工学が扱ってきた対
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象,すなわち比較的簡単で論理性だけを道具にし

て考え得た問題とは別に,人間や社会に関係した

非論理性も取り扱わねばならず,その方法論も当

然大幅に異なったものにならざるを得ないことに

なります｡

人間の持つこの暖昧さは脳による思考に始まる

と言われ,これまでは文明の発展にとって大きな

障害とも考えられてきましたが,最近ではむしろ

その逆に考えられるようにもなってきたようです｡

つまり,この暖昧さを考慮すると言うことは,ま

ず絶対的価値観を排し,妥協を認め,さらにまた

異質の存在をも認容すると言うことになり,文化

的にも大きな意味をもつと考えられるようになっ

たからであります｡

この暖味な現象を分析したり,またその概念を

工学に導入したり,さらにまた,暖味な思考過程

を表現しようとする時に用いる数学的道具として

現在は暖昧集合論と唆昧理論とが利開されており

ます｡この道具そう難解な代物ではなくなかなか

面白い考え方のものです｡普通の論理学は,ど存

じのように,真か偽か,或いは白か黒かの二値論

理ですが,暖味理論では白黒の間に灰色に相当す

るものを考えよう,と言う一種の多値論理的な考

え方であり,ディジタル的思考よりむしろアナロ

グ的思考の強い方法と言えましょう｡

このような考え方を工学の世界で逸早く具体化

したのが制御-の応用分野であり,ファジー制御

と呼ばれる方法です｡諸君が学んだ古典制御,覗

代制御論とは全く異なる新しい理論に基づくもの

です｡この理論は一般にはファジー理論と呼ばれ

ていますが,その応用面は広く,ファジー･コン

ピュータ,パターン認識,そしてロボットなどと

広く,人工知能との関係も深まり,人間とコンピ

ュータとを近付ける最良の方法として,その構想

は大いに期待されるようです｡

このような説明からもおわかり頂ける様に,自

然科学,物理学を基礎として発達してきた工学は,

今この新しい分野にもその舞台を大きく広げ,若
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い技術者の活躍を大いに期待するところです｡

以上,大変大ざっばな話になってしまいました

が,最後に一言,未来ある学生諸君に付言させて

頂き,私の話を閉じさせていただきたいと思いま

す｡

皆さんがこれから携わる仕事について,それが

例え何であっても,その事に自信を持つことは大

変結構なことであり,大切なことであります｡し

かし,それが一番正しいこと,そして一番立派な

ことであると信じ過ぎるとき,どうしても"人間

としての視野〝が狭まなってしまうと言うこと･

そしてこの様な状態に,とかく研究者や技術者は

陥りやすく,大いに心すべきことである,と言う

ことです｡この事,お分かりいただけましょうか｡

後でゆっくり考えて見てください｡

以上をもって,私の最終講義とさせて頂きます｡

(荏)参考図書として以下の文献を使用しました｡

永井道雄:教育はどこ-　　(朝日新聞社)

加藤諦三:大学で何を学ぶか　　(光文社)

波多野･稲垣:知的好奇心　(中央公論社)

大槻義彦:先端技術と物理学　(NHK出版)

寺野寿郎:あいまい工学のすすめ　(講談社)

菅野道夫:ファジィ制御　　(日刊工業社)

志田純一先生の最終講義は,平成4年2月6日

に工学部第11講義室において, ｢大学生活に夢と

希望を｣という題目で行われ,多くの教職員,学

生が聴講しました｡

私達は先生の御講義を通して,先生の教育に対

する飽くことのない情熱に感銘を受け,また研究

に対するお考えの一端を学ぶことができました｡

ここに先生のお許しを得て,最終講義の要約を

掲載致します｡なお,貢数の制約のため,御講義

の細部を割愛せざるを得なかったことをご了承下

さい｡


