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江戸時代の評価における統制論と開発論の相克

－武士階級の試験制度を中心に－

To Control or To Develope ?

- The Dilemma in Operating Evaluation in Education of Yedo Japan -

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  橋本　昭彦 *

                                                         HASHIMOTO Akihiko

１．本稿の意図と課題

（１）本稿の意図

　イギリスの教育社会学者のロナルド・ドーアが提唱した「後発効果 ｣（late development effect )

という概念がある。それは、他の条件が等しければ産業化の始まりが遅ければ遅いほど、学校の修

了証の持つ意味がおおきく、学歴インフレの進行が早くなり、学校教育が受験中心主義に傾く、な

どという説である (1)。日本が明治以降成し遂げた「急速な近代化」もこの一例とされ、以後、日本

の教育関係の審議会でもこの説の影響を受けた答申を出し続けている (2)。この説の当否はともかく

として、果たして日本はいうところの「後発国家」に該当するのか。日本で、教育の中央官庁であ

る文部省が設置されたのが 1871（明治４）年であり「学制」制定がその翌年である。イギリスでは

初等教育法が制定されたのが 1870 年である。「学校」という形態で一度に多数の教育を行う「スクー

ル・システム」は、日本ではすでに 18 世紀後半から 19 世紀初頭にかけて一定度の普及をみている (3)。

すなわち、明治以降の教育に関して起こった変化は、主に学校系統及び学科目の西洋化と学校制度

の量的普及とであって、学校の中で行われていた教育実践・学習行為や、教育観・教育慣行の面で

は断絶と新生よりも、むしろ継承と展開があった可能性が少なくない。

　本稿が本特集にこのような位置を占めている理由は、我々の関心が「制度」だけにあるのではな

いからである。ヨーロッパ、アメリカ、アジア、オセアニア、様々な地域に教育評価の制度があるが、

それぞれ異なった運用があり、異なった問題を抱えるのはなぜか。我々の社会において、教育評価

が独自の課題性を抱えるのはなぜか。それは、学校の組織風土が異なるから；社会的風土が異なる

から、ということに尽きるであろう。本特集の木岡一明論文が示すように、我が国の学校評価研究は、

「学校の組織実態に踏み込んで、いかなる評価システムを構想するか」を一つの重要な課題とする。

そして、「組織実態に踏み込む」という課題はたんに学校評価研究だけの課題ではなく、我が国の教

育評価や政策評価など、教育におけるあらゆる評価制度に通底する問題であると思われる。そうし

た研究関心を持つ以上、制度面の連続・非連続に関わらず、現在の教育界における評価をめぐる組

織実態や社会風土が形成されるに至った歴史的な事情を把握しなくてはならない。

　本稿では、教育における評価全般について、日本ではどのような制度がどのような評価観のもと

に運用されていたのかを、江戸時代にさかのぼって探求する。いくつかの具体的事例の検討を交えて、

近代学校制度が始まったとされる明治期以前に機能していた評価観がどのような特質を持っていた

ものかを究明したい。「伝統的評価観」の特質を明らかにすることによって、教育の場における評価

観が現在に至る歴史の中でどのように形成されてきたか、またこれから将来にわたって評価制度を

どのように展開させるのが良いのかを考えるための示唆を得たい。

【特　集】

*　教育政策・評価研究部　総括研究官
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（２）本稿の問題意識～評価制度の「建設と崩壊」が繰り返すのはなぜか～

　一般に、組織における評価のための制度は、それを活かすのも殺すのも評価に対するトップの決

断と組織構成員の風土しだいであると言う (4)。教育社会において考えれば、評価を本体とする制度

には、政策評価、学校評価、児童・生徒のための教育評価、カウンセリングやガイダンスなどがある。

それら評価に関わる諸制度が、真に意味のあるものになるかそれとも「魂の入らぬ仏」に終わるかは、

ひとえに組織の長の見識と現場で評価活動に関わる教職員や学習者たちの評価に対する「構え」い

かんにかかっているといえる。組織の長の見識については今はさておくとして、より多数の人間に

関わる問題である評価をめぐる組織の風土の問題についてみるに、これまでに学術的な整理がなさ

れていないように思われる。

　例えば、大学の入学試験という評価の一領域がある。この分野の歩みを「建設と崩壊の循環」だ

と喝破したのは、かつて文部省調査局などで生徒の適性検査・大学入試・職業指導などの調査研究

に従事した増田晃一である。増田は、大学入試制度における学科試験偏重批判が起こるたびに当座

の対応が打ち出されるものの、根本的な解決が常に先送りされていることを憂えていた。そして、「入

学者選抜制度や入学試験によって発生する問題が、単に教育上の制度や選抜の技術に根ざすもので

はなく、日本の社会構造や、日本人の教育観・人間観にその根源を求められるべき性質のものであ

るということを見すごしていたためでもあろう。」と指摘した (5)。

　「建設と崩壊」という増田の表現は、大学の入学試験制度について述べたものであるが、広く評価

一般について当てはまる指摘であろう。我が国の近代教育史上、国が評価の制度を導入しようとす

るたびに、中央での制度立案の後で教育現場レベルでの説明会・講習会が開かれ、制度の説明と実

施の事例紹介があり、そしてあとは現場での実践に委ねられる、そのような経過を繰り返してきた。

例えば、明治初期においては、中央政府が開催する「学事諮問会議」や大学区・府県レベルの「教

育議会」などにそのような動きを看取することができる。小学校であっても落第を伴った等級制の

下での試験制度や生徒への褒美などの在り方が取り上げられた (6)。明治の事例をひもとくまでもな

く、戦後の教育改革・現代の教育改革の中でも新しい試験や評価の制度を立ち上げる際には数々の

説明会や研修会が行われ、制度の定着のための努力がなされている。そして、歴史的事例・現代の

事例のいずれについても言えるのは、そうした新しい評価制度の「建設」についての学術的研究は

多いものの、「崩壊」についての研究が無い（「批判」はあっても）ことである。「崩壊」の研究とま

では言わずとも、制度の実施過程をモニターして政策や制度の修正や変更につなげるための研究は

格段に少なく、評価の制度が行われる組織の風土や慣行を視野に入れた社会学的・人間関係学的な

視点からの研究は稀と言えるであろう (7)。

　評価を実施する風土を検討することの重要性を指摘した。「建設と崩壊」を繰り返すのではなく、

教育実態を支えている社会や教育の構造や、教育観・人間観に踏み込んだ研究を蓄積することを通

じて、未来を選択してゆく体制へと移行したい。本稿・本特集によってただちに解決できるほど小

さな問題ではないが、教育の現代的な研究と歴史的な研究の協働によって、新しい道を開く意図を

発信したいと考える。

（３）本稿の課題

　以上のような考えに立って、本稿では、日本の教育における評価観を江戸時代にさかのぼって整

理検討する。江戸時代の評価観を考察の対象とするのは、近代教育における評価の制度理念との対

照をするためである。近代以降の我が国では、生徒の試験や評価の制度、大学などの入試の制度、
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学校や教育施策の評価の制度などが導入されてきた。その際、必ずといっていいほど欧米の制度が

参照され、その制度理念が輸入されようとしてきた。しかし、欧米由来の制度理念と、制度を運用

する日本人の持つ意識（教育観・制度観）は元来別物であって、両者の齟齬や懸隔は当然想定され

るからである。江戸時代の評価観を検討することは、近代教育・現代教育のもとでの評価の制度と

現実のギャップを明らかにし、必要な修正の有無について考えるための手がかりをもたらすと考え

る。

　本稿で江戸時代の評価の具体相を検討する際、評価制度の代表的なものとして幕府や諸藩の試験

の制度に特に注目したい。試験以外にも勤務実績の評定や面談による人物評価などがあるが (8)、紙

幅の関係上本稿では試験制度を中心としたい。以下の各章では、「前近代社会における評価の存在状

況」「試験の種類」「試験の技法」「試験・評価をめぐる議論」の順で議論を進め、最後に江戸時代の

教育における「評価意識の特質」についてのまとめを行い、得られる示唆に言及したい。

２．前近代社会の教育と評価をめぐる状況
（１）古代律令制度以来の評価制度の概況

　日本では、人の能力を評価する公的な制度は古代から存在した。603 年（推古 11 年）に導入され

た「十二階冠位」（「冠位十二階」）の制度、718 年（養老２年）頃の「養
ようろうりょう

老令」の中に記載された

「貢
ぐ

挙
こ

」の制度、などがそれである。いずれも、それまで豪族単位で勢力の均衡をはかっていた状態

から、天皇を頂点とする個人単位の選抜による官人組織への転換を志向する施策であった。蘇我氏

や聖徳太子らに端を発した改革の中で、中国・朝鮮半島の制度を参考にしながら作られた。ともに

根強い世襲制度の前に妥協を強いられる運命にはあったとはいえ、属性原理による人材登用法に業

績原理・個人評価を加味させる意図が国の政策として表明された嚆矢として評価史上でも注目され

る。

　古代以後、鎌倉・室町・戦国時代を通じては、教育や官吏任用の世界ではさほど新しい動きは見

られず、「家」制度のもとでの世襲原理が基調の社会体制が続く。特定の知識・技術・資源を要する

職業は、朝廷の一部の官職をも含めて、「家業」と認識された (9)。しかし、そうして世襲制で継承す

る「家」制度のもとでも相続は必ず血縁者に行われるとは限らず、養子や入り婿などを家の外から

選んで跡継ぎに定める場合も少なくなかった。そこには、制度的なものはなくとも、個人の業績な

いし期待される働きの評価がある。官人に限らず、武家・農民・職人などの家でも能力を評価され

た者が惣領として家を継ぐことは珍しくなかった。

（２）江戸時代における社会状況と評価

　江戸時代は、封建制・身分制の社会として理解されている。高校の教科書でも身分制度下におけ

る世襲原理や庶民の社会移動を禁じる記述が必ずある。江戸時代の身分制度は間違いない史実であ

るが、その中においても社会移動があったことはほとんど触れられていない。永年にわたる教科書

のそうした記述の反映だと思われるが、教育制度史についての一般的な理解としては、明治になっ

て「四民平等」「立身出世」の価値観が政府によって採用されるまでは、個々人の実績評価に基づく

競争制度や選抜制度は現れなかった、という理解が主流をなしているようである (10)。

　たしかに、江戸時代においては制度的に身分が厳格に定められていた。士農工商などの序列は有

名であるが、同じ武士階級の中でも家の格（家柄）と役職の位が一致しなくてはならないとする原

則（格職一致の原則）がはたらくなど、その制度は精細（もしくは煩瑣）を極めた。家の格を示す
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にはいくつかの指標があるが、江戸時代の武家の場合は差し当たり「家禄」がもっとも解りやすい。

家禄とは、主従関係の証として主君から代々保証された禄高のことである (11)。幕府や藩のすべての

公職は、就任に必要な最低限の家禄が設定されている。例えば、江戸町奉行の役職に就任する者は、

８代将軍徳川吉宗の享保時代で3000石以上の家禄を持つことが必要とされた。この基準の禄高を「役

高」と言った。役高以上の禄がなければ町奉行として勤め通すための家来、軍装、服装、屋敷、交

際などにかかる膨大な出費がまかなえないことが役高を設定する理由であったが、属性原理による

役職任用という原則を設けることで、譜代の家臣たちの既得権を保護し、封建制度の建前を守るこ

とができた。

　それでは江戸時代の身分制度下では業績原理に基づく個人評価が働いていなかったかというと、

そのようなことはない。特に幕府の存立の危機が見え始めた江戸中期にさしかかると、身分制の原

則は保ちながら業績原理を加味した措置が多く取られている。著名な例が、1723（享保８）年６月

に８代将軍徳川吉宗のもとで実施された「足
た し だ か

高の制」である。これは、身分は低いけれども能力の

ある幕臣個人を取り立てるための制度である。身分が低くて禄高が少ない者を役高の高い職位に就

かせる場合は、その任用期間だけの時限付きの加増（家禄の追加給付）を行い、そのことで身分と

役職とのバランスをとるのである。足高の制によって身分の低い階層から多くの経済官僚（勘定奉

行や代官など）を輩出したことが知られ、制度の狙い通りの効果があったとされる (12)。足高の場合、

詳細な内容は解らないものの、登用される個人がなんらかの評価を受けて選考されたことは明らか

である。

　さらに、制度から言えば「脱法行為」ではあったが、金銭で幕臣の株（地位）を買う慣行も時代

が進むに連れて珍しくなくなった。特に、最も低い身分の「抱
かかえせき

席」の同心などでは、代替わりの際

に金銭で株を買った者が跡目を継いで幕臣となることがあった (13)。勝海舟や中村正直の家などはそ

のような方法で庶民から幕臣身分を得た例であった。

　業績原理・個人評価による身分移動は、武家社会以外でもまた存在した。農民でも家を継げない

次男・三男などは江戸・京・大坂の大都市や諸藩の城下に流入し、新たな職業に就く者も多かった

すでに明らかになっている事例としては、寛政時代（18 世紀末）の伊勢地方の手習い塾（寺子屋）

が江戸の大店である越後屋との間にリクルートの経路を持っていたことを示す梅村佳代の研究や、

農村の若者が本末制度による寺院ネットワークによって末寺から本山の学林（僧侶の最高学府）へ

とリクルートされる経路を解明した梶井一暁の研究が知られる (14)。

　江戸時代にも個々人への評価が社会的に機能する余地が十分にあった。とりあえず、本論の最初

にそれを確認して置きたい。当時それが「あたりまえ」のことだったとは言えないが、江戸時代に

おいても数々の社会制度や慣行のもとで、実質的な個人ベースでの社会移動がみられたことは明ら

かである。そして、個人の社会移動に伴なって個人を評価する制度や慣行もあったことが理解される。

そのような事情を前提として、次章以下では、試験制度に関わる事例の紹介と検討を進める段取り

にしたい。

３．幕府・諸藩の教育における試験・評価制度の概要
（１）武士階層を中心に全国に展開

　本章では、江戸時代の試験及びその他の評価制度にどのような種類のものが見られたかを概観し

ておく。試験制度の大半は、当時の支配階層である武士層が学ぶ藩校でみられた。私塾や寺子屋で

試験が行われていた例はあまりみつかっていない。例外的に、豊後国・日田にあった広瀬淡窓の咸
かん
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宜
ぎ え ん

園では、「月
げ っ た ん ほ う

旦法」という月例評価制度のもとでの９等級の進級試験があったことが知られている。

そして、そのシステムは他地域への伝播もあったことが鈴木理恵の研究で確認された。しかし、日

本教育史の先行研究においては、それ以外の私塾での試験制度を報告したものはみあたらない。（15)

　江戸時代の藩の数は明治維新前で 276 藩、1871 年（明治４年）の廃藩置県の際には 302 藩あった。

明治期前期に文部省が編纂した資料集『日本教育史資料』によれば、調査できた約 240 藩の内、約

220 藩では何らかの試験があったことが武田勘治の労作に示されている (16)。藩の試験制度と一口に

言っても、その名称も「試験」「試業」「吟味」「考試」「試み」「お試し」などと一定せず、その種類・

目的・運用実態はそれ以上に多様である。とりあえずここでは、江戸時代の武士階層の教育におい

ては、試験の存在は普通のことであった、ということを確認しておきたい。

（２）試験の「場所」と「目的」による類型分け

　多種多様な諸藩の試験制度ではあるが、便宜のため、試験の「実施場所」と「実施目的」に着目して、

大まかな類型分けを行ってみたい。

　まず、諸藩の試験を「実施場所」別に分けると、ａ．学校で行われる試験、ｂ．職業の場で行わ

れる試験、ｃ．藩庁など一般行政の中で行われる試験、の三つに大別できる。最初の学校試験が最

も多く見られる試験であって、『日本教育史資料』中で約 7割の藩にこれが見られる。学校試験（ａ）

には、入学の折りに行われる試験（ａ１。若干藩に限って見られる。）、日々の授業で行われる平常試

験（ａ２。旬次試験・月次試験など）と、一年の節目節目や特別の機会に行う定期試験（ａ３。季節

試験・春秋試験・年次試験・臨時試験など）がある。職業試験（ｂ）はそれほど事例が多くはないが、

医師や教師などを対象とする専門職業の試験（ｂ１。「医学吟味」や藩校教師任用試験など）と、一

般役職への任用試験（ｂ２。「番入り試験」など）がある。最後に、学校生徒や専門職業人にに限ら

ない藩士（幕府では幕臣）一般が受験した藩（幕府）行事の試験（ｃ）がある。藩校が整備されて

いない場合も含めて多くの藩に見られる試験である。行事の試験にも、褒賞試験というべき試験（ｃ
１。約５割の藩でみられる。「学問吟味」「素読吟味」「親試」「御覧」など）と、罰則試験とでもいう

べき試験とに大別できる（ｃ２）。罰則試験は多くは見られなかったが、佐賀藩の「文武課業法」や、

福山藩の「歩引き」制度は、成績が一定の達成水準に届かない者には世襲による相続を保障しない

というペナルティーの規定を備えた評価の制度であった。

　次に、諸藩の試験を「実施目的」別に分けると、ｄ．指導のための試験、ｅ．人材の選抜のための試験、

ｆ．統制のための試験、の三つに大別される。指導するための試験には、指導の参考にするための

試験（ｄ１）、進級判定を行う試験（ｄ２）があり、選抜するための試験には、職業上・学業上の資格

の判定のための試験（ｅ１）、人事の選考を行う試験（ｅ２）がある。進級試験や選抜試験を実施す

る藩は江戸時代にあっては多数派ではなかったが、幕府昌平坂学問所寄宿寮の入学試験 (17)、松江藩

校の進級試験 (18) や幕府の旗本惣領に対する「番入り」の試験 (19) など、少数ながらも事例が見られ

る。最後の、統制のための試験（ｆ）は、江戸時代ではもっとも一般的な試験であって、その目的は、

学事の奨励（ｆ１）及び、学習の統制（ｆ２）であった。

　諸藩の試験について「場所」と「目的」による二類型を提案したが、次に「場所」と「目的」の

関わり合いについてみるのが、図１である。現時点では、全ての藩の試験の形態や性格を究め尽く

していないので、厳密な対照関係を証明するものではないが、概算でおおよその結論を出すことが

できそうである。図では、ａ～ｃのそれぞれの試験で半分以上が当てはまるｄ～ｆのどれかの項目

を太線で示して相関度を見たものである。このように見てゆくと、諸藩の試験では実施場所（学校、
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職業の場、藩庁）のいかんを問わず実施目的が「ｆ．統制」である場合が最も多いことが判った。

「ａ．学校」を実施場所とする試験は、その実施目的が「ｄ．指導」でもあり「ｆ．統制」でもある

という複合目的のものが多かったので、他と違ってａ．からはｄ．とｆ．と両方に太線が延びている。

この図でいえば、諸藩の試験制度の多くは支配下の武士たちの学習を奨励し、統制するためにあっ

たといえる。

（３）試験の実施事例～「場所」別類型のプロトタイプ

　石川謙によると、試験制度が諸藩に広まり始めたのは、幕府が学問吟味 (1792)・素読吟味 (1791)

を導入した後である (20)。それ以前に成立していた試験制度はごく数藩であるが、ここではそれらの

試験制度を近世試験制度のプロトタイプとして、それらの概略を紹介しておきたい。

①岡山藩校の「復読試」（ａ．学校試験…ａ２ｄ１ｆ１ｆ２）

　藩校設置において全国に先駆けていた岡山藩では、1669（寛文９）年に本格的な「学校」を城下

に開設し、ついで翌年、郊外に庶民も通える閑
し ず た に

谷学校を開いた。学校では、仮教場時代の 1667 年６

月に設けた「定則」において「童子生」に対する「試み」が規定された。内容は、読み習った書物

の遺漏がないかを日常的にテストするものであった。翌年３月の記録では「五字忘失を以て過ち一

に数える」（21) とあり、何らかの成績簿を付けていたことも想像されるが、学業指導のための自然発

生的な学校試験だとみられる。

②熊本藩の「考課の法」（ａ．学校試験…ａ２ａ３ｄ１ｄ２ｆ１ｆ２）

　1755（宝暦５）年に設立された藩校・時習館の規則「時習館学規」に定められた。「礼
ら い き

記」を参照

して９年間の学習課程を想定しているが、現実問題として監督なしには怠学にいたることを懸念し

て「其芸業を日省・月考・時試・歳課などし、之を進退す」；日・月・季節・年ごとの試験の系統を

整備し、席次を上下させることとした。あまりに微細な内容でその実現の程度は確認されていないが、

中国の試法を参考にした試験法を考案し、以後諸藩の参考に供されたものと思われる (22)。

③平戸藩の「試業」（ａ．学校試験…ａ３ｆ１ｆ２）

　1783（天明 3）年版の藩の学事規則「維新館功令」に３年に１度の「試業」が規定された。「維新館」

とは平戸藩の藩校であり、規則にも「三歳に一次、諸生習う所の業に就き其の功程を験する也」とある。

詳細はわからないが、生徒の学業を検定し、学事を振興するための褒賞試験の可能性が大きい。

強い関連 弱い関連

ａ．学校試験 ａ ｄ．指導する試験・ ・

ａ ．入学試験 ｄ ．指導の参考１ １

ａ ．平常試験 ｄ ．進級可否の判定２ ２

ａ ．定期試験３

ｂ．職業試験 ｂ ｅ．選抜する試験・ ・

ｂ ．専門職業試験 ｅ ．資格の判定１ １

ｂ ．その他の職業試験 ｅ ．役職者の選考２ ２

ｃ．藩行事の試験 ｃ ｆ．統 制する試験・ ・
コントロール

ｃ ．褒賞試験 ｆ ．学習の奨励１ １

ｃ ．罰則試験 ｆ ．学習の統制２ ２

図表１　諸藩の試験の「実施場所」と「実施目的」の対照関係



江戸時代の評価における統制論と開発論の相克

17

江戸時代の評価における統制論と開発論の相克

17

④熊本藩の「国中医生の試業」  （ｂ．職業試験…ｂ１ｆ１ｆ２）

　熊本藩で 1777 年に創始された試験で、藩医のみが対象。その成績によって藩医の家格が上下する

画期的な試験であった。その反面、成績が悪くても医者としての職務は廃せられることはなく、ま

た市中の医者には関係が無かったので、医師の職業資格を問題にした試験とは言えない。むしろ、

一般の藩士同様、学習の励みになるように試験制度を設けたものと思われる。（23)

⑤久留里藩の「内覧」（ｃ．藩行事の試験…ｃ１ｆ１ｆ２）

　藩主が藩士の文武の業を試してみることを「親試」「上覧」「内覧」などと称した、家老がそれを

代行する場合「見分」などと呼ばれる。上総の久留里藩では、藩が創設された 1703（元禄 16）年

ごろから藩主の前で内覧が行われ、代々引き継がれたという。すなわち「生徒は勿論、藩士に至る

まで文武二道を試験す、是を内覧と称す。右終わりて優等之者へは別に賞与を賜る」というもので、

その狙いは学事の奨励であり、藩士の統制である。久留里藩の場合は早いほうであるが、これ以後、

このような型の試験を行う藩は他にも多く現れた。

⑥佐賀藩の「会試」「内試」（藩行事の試験…ａ２ａ３ｃ１ｄ１ｆ１ｆ２）

　1787（天明７）年の規程の中で、「毎月十八日」「文武之内、鍛錬上達之人ばかり人指しを以て相

試し候事」とある。すなわち一定の修行を経た家臣が対象の公開試験である。さらに、毎月八日・

二十八日には各職場や塾・師匠単位での「内試」を実施している。「文武総門弟、熟不熟に依らず相

試し候事」などとあり、初学者であっても応募すべきこととされた。この「内試」から「会試」へ

という流れは、名称からみて明らかに中国の科挙を参照しているが、ここでの会試は、官吏登用試

験とは異なっている。（24)

⑦幕府の学問吟味・素読吟味（行事の試験…ｃ１ｅ１ｅ２ｆ１ｆ２）

　江戸幕府が旗本・御家人層を対象に実施した試験制度である。学問吟味は漢学の筆答試験で、素

読吟味は年少者向けの経書の音読試験であり、ともに幕府の行事でありながら、実施会場は聖堂学

問所（昌平坂学問所）であった。

　学問吟味は、1792( 寛政４) 年から 1868( 慶応４) 年までの間に 19 回実施された。試験の目的は、

優秀者に褒美を与えて幕臣の間に学問奨励の気風をゆきわたらせることであった。しかし、慣行と

して惣領や非職の者に対する役職登用が行われ続けたことから、立身の糸口として勉強の動機付け

の役割を果たした。

　素読吟味は 1793 年創始で、幕末に至るまでほぼ毎年実施された。これも試験の目的は優秀者に褒

美を与えて幕臣若年層の学事を振興することであったが、旗本階級の及第者には昌平坂学問所寄宿

寮の入学試験が免除されるなど、副次的な機能も生じていた。

（４）試験制度の 19 世紀における展開

　①学校試験等の展開

　前項でみた５藩が、幕府が学問吟味 (1792)・素読吟味 (1791) を導入する前に試験制度を持ってい

た藩である (25)。すなわち、幕府の試験制度の成立時点で、すでに図表１で検討した類型の試験はほ

とんど顔を揃えている。この時点でまだ確認されていないものは、学校試験の入学試験（ａ１）、職

業試験の（ｂ２）医学以外の職業試験、選抜する試験の資格判定（ｅ１）、の４類型である。18 世紀

の後期、我が国の社会に「教育爆発」と呼ばれる現象が起こり、19 世紀に入ると「スクールシステム」

の定着によって教育史の近代の幕が開く (26)。

　その中で、試験制度はさらなる展開をみせる。学校試験は、先に紹介したような進級試験や指導
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のための試験がさらに発展を遂げた。そしてさらに、学校への入学資格判定の試験も登場した。そ

の最初の例が、幕府の昌平坂学問所の寄宿寮である。通学生になるのには特に試験はなかったが、

寄宿は入寮定員の関係もあって、素読もしくは講釈の試験が実施されていた。学問所の儒者たちが

交代で記した公用日記をみると、随時「入学試験」「入学吟味」などと称される試験が実施され、当

人が「学力相応」であることを確認した上で入学が許可されている (27)。

　②行事の試験・学事奨励試験における褒賞の「内容」の拡大傾向

　藩行事としての試験も、中心は褒賞を伴う学事奨励試験であったことは先にも述べた。しかし、

18 世紀後期ごろから 19 世紀にかけては褒賞の内容的拡大傾向がみられた。褒賞の一環として一定の

条件下で役職への任用・昇任をするところが出てきた。幕府がまずそのような慣行を成立させ、米

沢藩、和歌山藩、金沢藩、水戸藩、津山藩などがこれにならう形で同種の制度を導入した (28)。

　さらに、褒美というには重大すぎる結果を伴う、いわば high stakes testing に相当する仕組み

を導入したのが、佐賀藩や福山藩などいくつかの藩であった。佐賀藩は、1851（嘉永３）年に「文

武課業法」を採用した。藩士の子弟は、25 歳までに所定の漢籍をマスターして学力を試験で示すか、

剣術・槍術などの所定の免許・免状・目録の取得を証明できない場合には、相続にあたって家禄を

減らしたり、役職に就けないとした (29) として九年後には廃止に追い込まれたが、これにより藩内の

学校教育への注目度はいやが上にも高まったという。生馬寛信によると、佐賀以外にも文武課業法

に類する制度を設けた藩として、福井藩・金沢藩・水戸藩・会津藩・福山藩・佐倉藩などがあると

いう (30)。会津藩や福山藩では、所定の課程を修了していない場合、家督相続する際に「歩
ぶ び

引き」な

どと称する課徴金を課されるといった定めであった (31)。これらは必ずしも徹底したり定着したりは

しなかったが、このようなパフォーマンス・ベースの相続制度改革が試みられたということは、各

藩の武家社会全体に大きな衝撃を与え、役職への任用や家禄の増減なども試験結果に対する賞罰の

一種とする認識がいっそう強まったと思われる。

　③行事の試験・学事奨励試験における褒賞の「対象」の拡大傾向

　学事奨励の手段としての褒賞が「内容」面で大いに拡大されたことは前項でみたが、学事奨励によっ

て褒賞が与えられる「対象」も拡大していたことにも注目しておきたい。

　まず明らかなことは、褒賞の対象が好成績を挙げた当人だけでなく、その師匠にも拡大されてい

ることである。例えば、水戸藩の家塾師匠は、門弟から何人の学問吟味及第者を出したかによって

評価・褒賞される。藩校職員が家塾師匠として活動する場合があったからでもあろうが、門弟の成

績が師匠にも影響するという制度を 19 世紀の前半すでに設けていた (32)。

　天領・長崎の「素読吟味」に際しても、受験者当人のみならず師匠にも褒美を授与していること

である。長崎市立博物館の「聖堂文庫」に向井外記（雅次郎）および向井鷹之助宛の褒状が４通残

されている。そのうちの 1856（安政３）年の褒状は次のような文面である (33)。

      　　　銀三枚　　　　　　　　　　　　　　　書物改

      　　　　　　                                  向井外記

　　　　今般聖堂ニおゐて門弟共学問吟味申し付け候処、何レも出精致し、右は平日教諭方行き届

　　　き候儀と相聞こえ一段之事ニ付、此節限褒美遣之候

      　右之通り、申し渡さるべく候

  　右之通り、仰せ渡たされ候間、申し渡し候

  　　辰五月

この当時の長崎には幕府の学問所がなく、駐在する幕臣や地役人の教育は市中の私塾が引き受けて
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いた。向井家の主宰する長崎聖堂もその一つであった。長崎の試験制度には学習者を鼓舞するのみ

ならず、市中の私塾の師匠をも奉行所の学事奨励政策下におこうとする意図がこめられていたと考

えられる。

　褒賞の対象の拡大は師匠にだけでなく、在勤の幕臣の場合にはその「上司」にも及びうる。試験

の褒賞ではないが、講座への精勤賞という別の評価方法の場合で、幕府の事例がある。褒美を受け

たのは、旗本で使番という高位の役職を勤める松浦金三郎である。松浦自身、1844（弘化元）年に

昌平坂学問所で年間 55 日開かれた連続講座である「御座敷講釈」に 39 度出席して「家来共に精勤」

を褒状を授けられた (34)。その後も、庶民も交えた公開講座である「仰
ぎょうこうもん

高門講釈」に「家来 12 人共々

仰高門日講出精」が奇特であるなどとして、1850（嘉永３）年に至るまで繰り返し褒状を得ている (35)。

実際の事例としては珍しいが、このように上司が褒賞を受けることは、政策論的には少なくともそ

の前世紀から想定されていた。すなわち、1710 年代の享保の改革の際に儒者の室鳩巣が各部署の上

司ぐるみで学業に励ませるようにすべきだと述べたほか、1780 年代末からの「寛政の改革」に参画

した儒者の柴野栗山も同様に焼き直した意見を提出している。栗山の言うところでは上司（頭・組頭）

とは、「組子のういもつらいも、善も悪も、よく御組子のそだち候て、上の御用に相立ち申す様」に

配下（組子）を監督するべき立場にあるとする。そして、各部署の頭たる者が配下をよく監督する

ためにどんなことができるか、次のように事細かに挙げている。

　　組子へ親しく致し、折々は召し集め、軽き料理にても出し、忠孝の道又は武道の故実のと、古

　　き物語を咄し致し、咄させも致候て、常に其の組子の人柄をも呑み込み、誰々は親へ孝行・家

　　内睦まじく家をよく治め候者、誰々は親へ不孝・博奕遊興を好み候者、誰々は器量才覚もこれ

　　ある者、誰々は律義実方の者、誰々は弓馬達者に仕候者、などと常々篤と存じ居り候て、勝れ

　　て器量才覚も御座候か、芸能達者に御座候などと申すは上へ申し出で置き、又人物不
ふ ら ち

埒に御座

　　候もの、相番・組頭等寄り合い異見も加へ、尚又改め申さず候はば、急度上へも申出候様被仰

　　付（後略）

これを要するに、常々配下の者一人ひとりを親しく観察してその人柄・長短両所の把握に努め、優

れた才覚、好ましい人柄の者、悪行甚だしい者などを適宜上申するように、とのことである。また、

これを怠る頭は「平生不吟味と申し、御
お と が

科をも蒙り候」ようにするべきであるとし、上司による幕

臣個々人への管理体制の強化を唱えている。（36)

　こうした事例をみると、幕府にあっては評価と褒賞の対象の拡大は、幕臣への行き届いた管理を

実現するための手段であったことが推察される。

４．幕府・諸藩の教育における試験の技法
（１）カリキュラムと課業の形態

　江戸時代における漢学では、学習の前提となる「カリキュラム」は「学習教材と学習方法の組み

合わせ」だと言われる (37)。学習教材としては、儒学の経書（四書五経など）、歴史書（『史記』『三国志』

『魏志』『漢書』等の中国史書など）、詩文（漢詩文集）、あどがある。学習方法は、学習の進度・段

階に応じた方法が採られた。初心者の「素読」に始まって、「講義（講釈）」の聴聞に進み、やや自

立した段階ではグループによる「輪講」（輪番で書物の一章ずつ講釈する）や「会読」（意味や解釈

についての質疑応答や議論を交わす）に参加する。人からの教え込みを要しなくなってきた段階では、

単独で読み込みや独自の解釈研究を行う「独看（独見）」や「質問」と呼ばれるいわば「研究」の段

階に入る。こうした塾や学校のような集合的教育施設の存在を前提とした学習段階論は朱子学派を
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中心に発展し、書物によっても普及された。例えば、佐藤一斎（1772 ～ 1859。美濃岩村藩儒者から

幕府儒者に転じた）が著した『初学課業次第』においては、学習形態として初心者向けの素読を済

ませた後は、順を踏んで講釈、会読、輪講、独看などの課業に入ることができるとしている。

　現代のカリキュラムと大きく異なる点は、第一に学業の始期と終期が特定されていない点であろ

う。塾や学校への入門期日には何月という決まりはなく、せいぜい入門の儀式を執り行う日を五の

日とか、八の日とかに限定しているくらいであった。学習者の側の自己都合に合わせて、「随時入学」

「随時退学」ということが基本であった。講義やグループ学習の始期も一定せず、『大学』を講じ終

えたら次は『論語』を、『論語』を終えたらつぎは『孟子』を、『孟子』を終えたら、、、という具合

に随時設定された (38)。

　いまひとつ大きな違いを挙げておくならば、概して江戸時代の学校におけるカリキュラムは、個

人ごとに異なっていたことが指摘できる。素読で『小学』『論語』程度の学習をしたあとは、学習

の内容や方法がケースによって非常に柔軟であることであろう。個人による選択の自由度が大きい

とも言えるし、教える側の都合で教材が制約されるという場合もある。一人一人の学習状況が異な

るため、学習者は「起止簿」と称する学習記録簿を作成して、その記録を教師に点検してもらうこ

とがあった。学習した内容に即して試験や評価を受ける場合には、これまでの履修状況を申告した

り希望する出題源の経書等の範囲指定を願い出ることがあった。例えば、図表２は幕府行事として

1868（慶応 4）年１月に実施された第 19 回学問吟味に出願した 64 人のうち、受験の願書が発見され

た 23 名の受験出願書を整理したものである。これによれば各自が学習済みと申告している経書の数

と種類には大きなバラツキがある。大半の志願者は、必須（◎）の『小学』と四書全部のほか、五

経のうちの『易経』『書経』『詩経』『礼記』および歴史科・文章科の準備学習を卒えたとして試験に

臨んでいるが、受験者によって済ませた学習量に大きな差がある。概して年齢層が低い者のうちに、

少ない経書・史書の準備だけで受験しようとする者があるが、これで同じ甲科及第などの評定を得

ても人によってその学力は同じであるとはいえないことがわかる。それでも対等な受験者として評

辻 岸 小 山 白 根 田 篠 花 阿 大 甲 建 水 岡 岡 柴 吉 野 中 平 牧 戸

本 林 菅 石 岸 村 山 房 倍 井 斐 部 野 村 本 野 川 田 川 山 野 田 選

平 八 庄 八 三 択

久 蔵 主 八 卯 欽 金 要 左 百 銓 練 彦 友 二 好 栄 十 重 成 丈 郎 者

太 太 水 之 三 三 三 太 衛 之 一 帯 十 太 之 郎 之 次 郎 之 之 之 四 数

郎 郎 丞 郎 郎 郎 郎 門 助 郎 刀 郎 郎 助 助 郎 丞 丞 助 郎 合

計33 30 27 26 26 25 25 24 24 24 24 23 23 21 20 20 19 19 19 17 16 15 ? ?

23小学

年令

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

23四書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

17易経 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○

21七 書経 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － － － ○ ○

23詩経 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

18礼記 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○

2経 春秋 ○ ○

1儀礼 ○

1周礼 ○

1孝経 ○

23 15 11 12 12 12 11 9 9 26 5 10 16 16 11 5 3 16 16 5 24 10 22歴史書(数) －

18文章科 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ － ○ ○ － ○ ○ ○ ○ －

図表２　幕府「学問吟味」受験願書にみる多様な受験準備パターン
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価されるのであるから、個々人で学習状況や水準が異なるのは当然視されていたものといえる。（39)。

（２）試験方法の類型

　試験を実施形態別に分けると、口述試験と筆解試験の２分類になる。このうち、口述試験の方式

には「素
そ ど く

読」「講釈」の試験などがあり、筆解試験には「弁
べんしょ

書」「和
わ け

解」「問
といもく

目」「詩作」「作文」「対策」

などがあった。以下、「素読」「弁書」「和解・問目」を中心に実施形態を紹介したい。

①「素読」

　試験の形態の中でも、初学者に適用される簡易でポピュラーな試験である。一度に一人ずつ受験し、

差し出された経書の中の指し示された一節を声を出して読み下す。成績は、その読み方の過失の多

寡や語調の優劣について審査員が判定する。図表３は、幕府行事の「素読吟味」の実施風景を描い

た絵である (40)。素読吟味の場合の試験法は、1795( 寛政 7) 年に「四書五経其
そ の ほ か

外何之書たり共、大抵

一部ニ付五行内外を限
かぎり

と相定め相試み申すべし」とあるように、読む分量は経書の本文５行ほどで

ある (41)。明治になってからの回顧録によると、素読吟味の際には読むべき箇所数行だけを見せ、そ

の両側は紙で覆って前後の文脈からの類推を防ぐ工夫もされたという (42)。

②「弁書」

　「弁書」とは江戸時代の筆答

試験の代表的な技法である。その名称は、経書を弁ずる（説明する）の省略形と考えられる。弁書

の試験では、経書の一章が、原文のまま出題される。答案ではその出題箇所を「章意」「字訓」「解義」

「余論」の順に説明する。「章意」のところではその章の大意を述べ、「字訓」では出てくる字句の説

明を行い、「解義」では原文を詳しく解釈し、最後に「余論」では他章や他書などからの引用をもま

じえた考察をする。

　幕府の行事的試験である「学問吟味」が導入されたばかりのころ、昌平坂学問所では受験者に弁

書や歴史の対問などの試験形式の周知徹底をはかるために説明会を行った。そこでは「経書講義式（経

義式）」「歴史和解対問式」の手本（式）を示した。「経書講義式」では、出題と答案の手本が例示さ

れた後で、どのように書くかという答案の質的なありかたについても解説している。それをみれば、

弁書の答案は、平易に書くこと、「俗文俗筆」の文体が求められた。すなわち「～御
ご ざ そ う ろ う

座候」「～存
ぞんじそうろう

候」

という日常的な文体である。それによって、「自然と文段書
かきとりのさいかくならびに

取之才覚並、手
て あ と の ぜ ん あ く

跡之善悪も相分かり申す

『古事類苑』に掲載された幕

府行事「素読吟味」の絵であ

る。明治期の絵ではあるが江

戸時代の試験風景を描いた珍

しいものである。帳面と筆を

手に持った儒者や目付の居な

らぶ試験場に一人づつ招じ入

れられて試験を受けるのであ

るが、控え室で不安そうに順

番を待つ受験者の表情が興味

深い。

図表３　「素読」試験の情景
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べく候」といい、文章や運筆の好悪が判断できるとする。「雅文ニ
に て

而まきらかし候と違ひ、よくよく

呑み込み申さず候ては出来兼ね申すものニ御座候」として美辞麗句で粉飾された答案よりも受験者

の経典の理解度がよくわかるといわれた。（43)。

③「和解・問目」「文章」

　和解は、漢文の歴史書の原書からの一節の和訳である。問目は、歴史書の中の叙述に関する設問

に対して論述形式で答えさせる試験である。前出の「歴史和解対問式」においては歴史科の「和
わ げ

解」

「問
と い も く

目」２種の答案作成要領を示しているほか、文章科についても、寛政五年十一月二十三日の時点

で「文章紀事復文式」が作成されている (44)。

　このように試験の問題と解答法に一定の標準が設けられ、幕府や学問所を通じて受験者にその普

及徹底が図られた。このことは一定の型の試験答案を作るための学習を、受験準備学習を通じて幕

臣の中に普及させる契機となったと考えられる。

（３）試験における達成度を数量的に表現した評価基準の事例

　試験も評価であるからには評価基準があるはずである。しかし、江戸時代のもので明文化された

評価基準で残っているものは多いとは言えない。「類型」で示すほどの事例を集めえた訳でもないの

で、ここでは「事例」として紹介する。

　明文化されたり記録に残ったりした評価基準のうちでは、要求される達成度を数量的に表した基

準が最も多い。前出の通り岡山藩の復読試では「五字忘失を以て過ち一に数える」というものであっ

たし、幕府の学問吟味も、初日で四書と「小学」合わせて８条（問）の弁書題を出し、「通」（通過）

５つ以上を合格とするという。その「通」というのは間違いの箇所の無い答案を指すようである。

すなわち合格するためには、８問の出題に対して失点のない完全な答が５問以上要求されている。

維新直後の肥後・人吉藩の例を見れば、「試験ハ毎年二、五、八、十一月ニ施行シ、ソノ法、素読ハ

読ミ誤リ六字マデ、講義ハ解キ誤リ六点マデヲ許シ及第セシム」とある (45)。経書を正しく読んだか、

注釈書に忠実に解説（＝「講義」）をなしえたか、ということであれば、比較的客観的に評価できる。

簡素な評価技法として採用していた藩は少なくないと見られる。

（４）試験における達成度を質的に表現した評価基準の事例

　①口述試験の評価基準例

　素読吟味では、音読の試験の採点基準について示している藩が少なからずあったようである。現

在知られているところでは、1799 年に作成された弘前藩の試験規則「考課記」の中に、素読と講釈

についての評価基準がある。(46)

    【弘前藩・素読の評価基準】

    ・音訓錯せず句読分明なるを上と為し、音訓錯せずと雖も粗にして遅滞あるを中と為し、謬忘多

　　き者を下と為して厳に戒めて温読せしむ。

    【弘前藩・講釈の評価基準】

    文義誤らず講解快活なるを上と為し、文義ほぼ通解するも快活ならざるを中と為し、文義誤り

　　講朦
もうろう

朧なるを下と為す。

　②筆答試験の評価基準例

　筆答試験の評価基準は、あまり多くが見つかっていない。岡山藩の場合は、「筆解品題」という一

項が残っている。内容的には弁書の試験の評価基準に相当する (47)
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    【岡山藩・弁書の評価基準】

    ○上、意義論弁ともに分明通快なる者。

    ○中、意志通ずれども筆を従わせざりし者。

    ○下、意志不明、筆渋り語鄙なる者。

　③作品に対する判定会議と投票

　珍しい事例としては、桑名藩の採用した方式がある。季節毎の講述・詩文・論策の採点法は、教

授と学頭らが意見を述べ合ったうえで投票する、というものである (48)。

（５）答案評価から総合評定を算出する手続き

　個々の答案やパフォーマンスを評価し、その評点を答案数の合計分を合わせて科目としての評定

を出す。さらに個別科目の評定をまとめて総合評価を出す。試験制度がある以上、そのような作業

の流れもまた存在した筈である。このような事務的な作業を大まじめに記録した史料はそもそも少

ないと思わないといけないが、『日本教育史資料』の中にかっこうの事務文書が収録されていた。幕

府の学問吟味の実施要項に相当する 1833（天保４）年の「学試之節心得」である。ここでは、その

稀少な事例を紹介して、当時の評定事務作業のようすをかいつまんで見てみたい (49) 。

　①答案個々の品評（粗点）

　試巻調べ（答案採点）の場には林大学頭と城中から派遣された目付とが監督として臨席し、総出

の儒者と出役（非常勤教師）が品評にあたる。品評の手順は、筆跡から受験者名が判らないように

受験者の番号に続いて答案を読み上げ、それを「品評掛り」の儒者たちが「等格評語等」を宣告し、

品評掛りの出役が「総評本」に上上・上中・上下・中中・・・以下、下下までの９段階で品評（粗点）

を記入する。時々役割を交替しながら、続けるのであった。このような読み上げ式の品評作業であっ

たから、明治維新後の当事者の回顧談 (50) の中でも、

　「弁書の試験は、読み上げる人に関係しますナ。」

　「読み方に巧拙がありますから、抑揚の工合で善く聴こえるのもあり、読み方によってたいへん違

うそうです。」

　「三浦一郎が上手でした。」

　「運よく上手の人に読まれると、その人の仕合わせです。」

などという証言も出た。成績評定のためには不安定な作業方法のように思えるが、この方式は幕末

に至るまで続いていたようである。

　②総合成績の算出方法

　試験答案を数値得点に換算することは明治以降一般的にみられるいわゆる点数法と同じであるが、

学問吟味では点のことを「等」と称している。前出の「学試之節心得」の第33項ではこの等数について、

「下ゝは数に入れず、下中を二等と定め、下上三等、中下四等、強弱は二分五厘ヅツを進め退け、持

株の弁書残らず其の等を合せて弁書通数を以て平均に算」する、という。この方法により、上上か

ら下中までの評語は９から２までの等数で表され、さらに各等に「強」「弱」を付すことで 0.25 ず

つ加減できる。すなわち 9、8.75、8.25、8、7.75、7.25、7、などという微妙な差等が付けられる。

最上級の上上（９等）には強がなく、最下級の下下（無等）にも強弱がないとして、９から無等ま

で合計 24 の段階が作り出されたことになる。各受験者の等数は合計され、それを答案数で割って平

均等数を出した。

　各個人別の総合評定は、「甲乙丙落之別は、儒者衆残らず大学頭殿御控席に於て評論これあり候」
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とあるように、先に求めた平均等数などを判定材料として儒者一同の判定会議で決定された。最後は、

個人別に各科目の答案をとりまとめ、旗本と御家人の階級別、さらに甲、乙、丙、不合格、などい

くつかのグループに分けて若年寄への上申に出される。これらの答案の進達に際しては儒者および

目付の連名で「品評添書」という書類が付され、甲科及第には誰々、乙、丙には誰々との最終報告

がなされた。

（６）試験結果の活用の事例

　試験の目的が何であるかによって、その結果の活用方法は変わってくる。以下では、いくつかの

試験に即して、それぞれどのように処遇などが変わってくるのかを検討したい。

　①役職への登用を伴う場合

　幕府の試験のうちには、旗本の惣領の「番入り」（入職）に学問の試験を介することがあった。「甲

乙仕方段階」という基準では、番入り試験の「上」「中」「下」の各評定の持つ意味について、次の

ように説明している (51)。

    【幕府・番入り試験の成績活用基準】

    甲乙仕方段階

    一　上は学問計りを以って御撰み相成り候事

    一　中は或る芸等宜敷く候か、又は父年数等にも候上に学問相兼ね、御沙汰に及ばれ候事

    一　下は一向御沙汰に及ばれず候事

すなわちこれは番入りの可否の判定基準であって、上の成績の者は「学問」優秀の名目をもって無

条件に番入り、中の者は「武芸出精」とか「父の永年勤続」などの学問以外の功績と抱き合わせた

名目が立つことを条件にして番入り、下の者は番入り不可能という内容である。

　②医師に対する学業督励を行う場合

　前出の 1777（安永６年）創始の熊本藩「国中医生の試業」の場合、６つの受験科目（説経、作文、

処方、手術、物産、引経）より任意の一科目を選択し、試験成績は甲乙丙丁戊己の６段階評価で出

される。その試験結果に応じて、相続する時の条件の難易が変化するしくみであった。その条件を

示せば、下記の通りである。

    【熊本藩・医生の試験の成績活用基準】

    ＝甲、乙…親と同等の格式で家督相続

    丙　　…親より１階級格下げで相続

    丁　　…親より２階級　　〃　　（一部は１階級のみ）

    戊、己…相続できない場合がある

    格別の好成績をあげた場合、二度三度目の及第の場合…昇格することがある

　③学事奨励試験での成績優秀者への褒美

　幕府の学問吟味及第者には、成績と身分とに応じて褒賞が与えられていた。その状況を示したの

が図表４である。この中の「銀１枚」というのは儀礼的な通貨の呼称であって、実際に一枚の銀貨

があるわけではない。銀 60 匁＝金１両であるので、銀 43 匁に相当する銀１枚は金の貨幣価値に換

算すると、約 0.72 両になる。したがって銀 15 枚といえば金 10.8 両になり、かなりの高額の賞金と

いうことになる。（52)

　褒美を出す藩でも、おおむねこのように成績と身分のマトリクスによって、金品を出していたので、

この幕府の学問吟味の成績と褒美内容の関係は一つの典型として考えて良いであろう。
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図表４　学問吟味及第者への褒美内容

５．江戸時代における評価をめぐる議論

　最後に、本章では江戸時代の評価をめぐって、どのような議論が起こっていたかを概略的にみて

ゆきたい。

（１）幕末の教育改革の原理：「立身の種」の動機論と「励みのため」の制度論

　まずは、教育政策を推進する側の支配的な改革原理について考察してみたい。３章でみたように、

一部の有力諸藩では成果主義に基づく相続改革さえ登場していた幕末の時勢で、教育政策・人材政

策について諸藩の中庸の所を取るとすれば、「褒賞を用いた学事振興策」が最も代表的な方策だった

と考えられる。そして、その姿が最もよく現れる；もしくは現在の研究水準で最もよく見て取れる

のは、江戸幕府の政策と制度であろう。

　江戸幕府における教育政策推進の中心的原理として機能していたのが、「功利的学問観」ともいう

べき見方・態度である、ということを筆者は旧稿において提唱した (53)。幕臣がもっとも学習へと動

機づけられるのは「立身」につながる「褒美」「業績」の獲得によってである～そのような考え方が

教育政策の根幹に据えられていたことが、寛政改革当時の学政面でのイデオローグである儒者・柴

野栗山の言動や、彼が関わった教育制度・試験制度の運用を分析して判った。柴野栗山は、その「上

書」の建言の中で、

　　御旗本の面々は立身の種は、御刃向・対客（注：権謀術数のこと）より手前々々の身持ち芸術

　　を嗜み申し候が早きと合点仕候て、上より仰せ付られず候ても、我がちに学文等も励み、人柄

　　相慎み申すべしと存じ奉り候

と述べ、褒賞を伴う教育制度・評価制度の導入によって、幕臣たちが文武の修業を「立身の種」で

あると思いこみ、強制によらずとも「我がちに」すすんで学問修業に励むようになることへの期待

を示した。また次のようにも述べている。

　　兼ねて教えと申す物は、人に目を覚させ候様に致し候が肝要にて御座候、人に目を醒まさせ候

　　は賞罰の二ツにて御座なく候ては参り申さず、一人を賞して天下悦び一人を罰して天下恐ると

　　申すは、天下に目をさまさせ申し候事に御座候

　栗山の言から明らかなように、賞は単に受賞する当人ばかりでなく、それ以外のすべての幕臣に

も文武の修業を「立身の種」と思わせる効果を狙ったものであった。彼の文武奨励策においては、

賞が幕臣たちを自発的に修業へと向かわせる原理として重要な位置付けを与えられており、またそ

の内容も昇進や任官等と結び付けられて幕臣を動機づける上でのより効果的な手段となっていた。

そして、栗山の提唱したコンセプトはその後も、幕臣の「功利的学問観」を前提にした、「励みのため」

という制度理念となって幕府の学事奨励政策の根本のところにあり続けたと推量される。

身 分 成 績 旗 本 御家人 備 考

当 甲 褒詞、時服２ 褒詞、銀１０枚

主 乙 褒詞、巻物３ 褒詞、銀 ７枚 嘉永６年には巻物５に*

子 甲 褒詞、銀１５枚 褒詞、銀 ５枚

弟 乙 褒詞、銀１０枚 褒詞、銀 ３枚

共 通 丙 褒詞 褒詞
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（２）教育現場からの評価論

　上述のような、いわば利益誘導的な組織統制が進められる中で、藩校などの教育現場にはいくつ

もの異論が伏在し、あるものは表面的な論争にもなっていた。しかも、その異論はついにまともに

解決されることもなく、処方の定まらないまま現代の社会にも姿を現している。そのような「教育

現場からの評価論」をいくつかの観点でまとめて紹介したい。

①立身出世のための学問への反発

　出世を願って学問に励むということ自体への反発がある。もともと、孔子の教えの中に「立身出世」

の文字は無く、「学べば稼ぎはその中にあり」「富貴はあとから付き従ってくる」という考えである (54)。

享保の改革時に、各種の学事振興策を検討した室鳩巣も、「然れども自分に立身を願い申し書く、是

れ以て士の風儀を失ひ申す事に御座候」「我と年労を自ら陳べ候て官位を乞い候事、第一士の廉節を

傷ない申す事に御座候」と述べて (55)、立身を願う心根と廉節の気持ちが両立しないとしている。

②競争至上主義の弊害への懸念

　じつは、この観点は、幕府にあって学問吟味の路線を敷いた儒者の柴野栗山自身が問題意識を披

露している。すなわち、栗山は中国での先例からみて試験による学事奨励効果は大いに期待できる、

としつつも、「しょせん対症の御処置」だと述べ、根本的な施策では無いことを示唆している。げんに、

競争的な試験にすることの弊害は、すでに第一回の学問吟味の時点で、学問所関係者をとらえている。

第一回学問吟味は、林大学頭らと幕府目付たちとの採点基準が違うことから、褒賞者名も発表できず、

事実上「流れ」ている。それも、目付たちが上位50人の相対評価で優等成績を出すことを主張したのに、

大学頭側が絶対評価によって水準を確保しなくてはならないと譲らなかったためである。（56) 

　室鳩巣と学統的にも縁の深い金沢藩でも、学問吟味方式の試験による競争至上主義への批判が儒

者の一人、大島清太から上がっている。すなわち、名前を張り出して競わせるのは「学者を教える

法にあらず」とした北宋の儒学者・程伊川の言葉に寄せて、学事奨励型の試験ではなく、個人指導

型の試験制度に戻すことを要求して藩校・藩当局と争った (57)。

③「稽古」としての試験の推進

　褒美ねらいの競争としてではなく、個人指導型の試験を志向したのは、ひとり金沢藩の儒者だけ

ではなかった。幕府の昌平坂学問所でも、「三八試業」「三八朝試」などと称されて三の付く日と八

の付く日に行われていた平常試験も、教師による稽古人への指導的な試験として行われていた。そ

の試験の様子は、幕末の教育改革についての文書綴りの中に、1865（慶応元）5月に林大学頭から若

年寄・田沼玄
げ ん ば の か み

蕃頭に宛てて出された学政改正の上申書には、次のような意見があり、三八試業の実

態の一端を知ることができる (58)。（下線部は引用者による）

　　　寄宿三八試業の儀は、＜中略＞稽古人治経の持
も ち か ぶ

株銘々取り極めさせ、試業当日は早朝より掛

　　り御儒者出席つかまつり、右稽古人一人別持株の経書持ち出し候へば、御儒者より講章指示つ

　　かまつり、一応講釈つかまらせ、誤解の箇処は誨
か い ど う

導いたし遣し、其上にて史集の類質問つかま

　　らせ、相済み候上にて、経・史の内疑義・難問御儒者より相発し、十分論判つかまらせ候儀にて、

　　一人別右の通りに付き凡そ終日の修行相成候儀に御座候、但し持株の書籍徹看つかまつらず候

　　内は、他書へ株換へ仕候儀は厳敷制禁いたし、専ら一経を治させ申候、

これを見ると、稽古人は一人一人のテキスト（持ち株）を決めて、個々に講釈などの課題を与えられ、
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じっくり理解度を診断され、必要な指導を与えられる「終日の修行」だとされる。すなわち、各稽

古人の日常学習に密着した試験であって、学問奨励もさることながら、何よりも儒者による稽古人

たちの学習への指導ないし監督という機能を持ち得たと考えられる。

④選抜には筆記試験よりも観察・人物評価

　選抜に値する人物の能力を評価する方法として、中国の「科挙」流の試験によるよりも上司など

による人物評価の方を有効であると考える「科挙無用論」の識者が少なからず居たことは横山尚幸

の調査に詳しい。８代将軍徳川吉宗のもとでいわゆる「享保の改革」のブレーンとなった儒者・荻

生徂徠なども科挙の試験よりも、「有徳」の人に着目して行う上司による平常の人物・行動の観察の

ほうが、より合目的的な選考ができると述べている (59)。そのような観察による人物評価のもつ選抜

における効果は、後に「寛政の改革」で老中松平定信のブレーンであった儒者の柴野栗山も支持した。

栗山が、上司（組
くみがしら

頭など）は「常に其の組子の人柄をも呑み込み＜後略＞」などと、部下の観察を

よく行うべきことを訴えていたことは、本稿の３章末でも述べた。

　このほかにも、試験の競争性や射幸性を批判する声は大きく、たとえ盛んになっていたのだとし

ても、学問吟味方式が識者の学理的な支持を得ていたとは思えないのである。

おわりに

　江戸時代には、個人を評価する社会的な土壌はじゅうぶんにあり、教育の中でも試験制度をはじ

めとする評価のしくみを持っていたといえる。その評価の特性を一言でいえば、「励みのため」「学

事督励のため」の制度であり、幕府や藩の統治支配の政策上推進された面が多い。評価制度は、賞

罰による利益誘導的な刺激によって、組織構成員の学習行動を支配しようとする場合が多かった。

その、組織統制論的に機能する評価の在り方は、当時の教育現場における諸価値～儒教的な教養形成・

自己開発～とは矛盾する様相を示すことがあり、相反する価値観を含んでいたとみられる。それは、

木岡一明論文が提起する、近代日本の教育評価をめぐる＜組織統制論と組織開発論の相克＞を江戸

時代の人々の中に観るかのごとくである。

　同じ趣旨の評価論争が 18 ～ 19 世紀の為政者や教育者によって闘わされていることを観るとき、

我々は組織統制論的な評価観にも組織開発論的な立場の評価観にも、近代以前にさかのぼる歴史的

伝統があると言わねばならない。むろん、そのような評価観に伝統ありとは言っても制度的に連続

するものは見当たらない。特に、開発論的な評価については、形態的には個人指導の枠内で行われ

ていたようであり、単発的な事例しか知られていない。すなわち、いずれの評価観も、評価の在り

方として確立されていたとは言いきれない。けれども、近代以降の評価の思想と方法が欧米から移

植されてきたものだと断定することも難しくなる。制度としては非連続であっても、理念レベルま

たは実践レベルにおいて日本人の歴史的経験として近代へと継承された部分があると考えることが

できるからである。

　では、江戸時代の試験制度・評価制度において、組織統制論的な評価観が支配的であったこと、

そしてそれと組織開発論的な評価観との間で葛藤が見られたということは、今後の日本の教育を考

えるうえで、どのような示唆を我々に与えるであろうか。最後にその問題に言及しておきたい。

　明治維新を迎えるとき、日本人はまだ近代的な学校カリキュラムのなんたるかを知らず、その導

入に悪戦苦闘・試行錯誤した (60)。しかし、日本人は試験制度は知っていた。西洋由来のカリキュラ
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ム論や教授学となじむかどうかには拘わりなく、試験についての豊富な経験をもっていた。そして、

またたくまに全国の小学校での試験制度を成立させている（61)。試験制度の成立があまりに順調であっ

たために、そこには葛藤らしい葛藤さえもなかったかもしれない。指導改善への手段となすか、適

切な資格判定のツールとなすか。適材適所の人材選抜のための装置となすか。そうした選択肢を慮

外のものとし、ひたすらに、勉強を励ますための評価・努力をさせるための評価・人々の学びを統

制するための評価だけに沈潜してきたのではないか。だとすれば、日本人は評価について、大きな

誤解をしている可能性が大きくなる。それは、＜日本人は、明治の初期に欧米にならって、欧米流

の近代的な学校制度を打ち立て、近代的なカリキュラムと試験制度を実践してきた＞という類の誤

解である。特に、欧米流の近代的な試験制度を実践してきたというあたりが最も大きな間違いであ

る可能性が大きい。我々は、白紙で欧米の教育を受容したものではない。白紙以前の独自の慣行と

思想をそのままに、欧米の方法論を接ぎ木した可能性が大きい。そうであれば、より自覚的に我々

の評価観や実践を問い、政策と教育現場がよりいっそう内容のある情報交換を実現しなくてはなら

ない。研究や研修のためのコストや労力もより自覚的に確保しなくてはならない。世の中が評価ば

やりだからこそ、うまく行きすぎている評価制度には注意しなくてはならない。現場に目をやって、

評価でほんとうに個々の学習者や教育者のためになっているか。評価の原点に戻って、施策の点検

を繰り返す必要があると考える。
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教育課程（カリキュラム）評価における統制と開発
－1980 年代一研究開発学校でのカリキュラムのアセスメントによる評価の再評価を通じて－

Redefining Control and Development in the Curriculum Evaluation of R ＆ D School : 

from Reevaluating the Reflection of Curriculum Evaluation and Assessment in the 80’s　

有本　昌弘 *　　
   ARIMOTO Masahiro  　　

はじめに

　今日、児童生徒の学力低下、とりわけ学習意欲の低下が問題になっているが、1970 年代に提唱さ

れた SBCD（School Based Curriculum Development）という児童生徒の興味・関心からのカリキュラ

ム「開発」と学習指導要領による法的拘束力による「統制」という角度から、近年見られる特区（構

造改革特別区域 [ 開発学校設置 ] 法）を含め、教育研究開発に対する学校の果たす役割を問い直し、

展望を述べることにしたい。ただし、この問題は、国庫負担金など外在的な問題としてではなく、

内発的な学習環境や異質な体験、生涯学習が求められ、地域や学習者の手によってアセスメントや

開発がなされるべき、内在的な問題として捉えられる。

　1970 年代末から 80 年代前半にかけての、高度成長期から低成長への移行期の当時において、次の

ようにいわれている。

　1970 年代において成瀬は、「『カリキュラム』は教師にとって手の届かない『鉄の掟』のように捉

えている教師が大変多い。…カリキュラム運用における教師の役割を、その機能に即してとらえ直

すことからはじめなくてはならない。日常的な実践を通してカリキュラムの機能を評価し、その結

果をカリキュラムの改善にフィードバックすることを、学校レベルのカリキュラムに関して実践す

ることである」と言っている ( 成瀬 1979)。またこれまで、わが国においてカリキュラム評価が低

調な理由として「長い間教育内容や教科書は国によって定められ、教師も国民もただこれを受け取

るだけで、その作成・決定になんら参加することがなかったということの、今に至るまでの後遺症」

「アカウンタビリティの思想がわが国の社会と市民に低い」に加えて、「激烈な進学競争を引き起こ

し、…正常なあり方がスポイルされているので、これをなんとかしなければならない－ということに、

教育改革の目が奪われてしまっている」ことをあげている（橋本 1979a,b）。

　1980 年代になると、それまでの授業研究を振り返って、カリキュラム評価そのものの分野の立ち

遅れを、水越は次のように述べている ( 水越 1987)。「授業は学級を単位として行われるのが普通で

ある。しかしその学級は、学校というシステムの中の一構成要素である。(中略 )授業研究にしても、

学校の研究体制の中にどう組み込まれているかを抜きにしては語れない。(中略 )その教室の授業を

支えている学校の研究体制までを切り取らないと、実は個々の授業を生きた形で捉えたことになら

ないのだ、ということに気がつくのが、10 年遅れたと思う」と。水越 (1981,1982,1983,1985) の一

連の著作は、授業評価からの問題意識に基づく教育課程評価の試みである。

　これに対して安彦は、昭和 20 年代のカリキュラム評価の文献をもとに、授業評価をカリキュラム

評価に位置づける研究の重要性を指摘し（安彦 1974,1982）、OECD のセミナーとは別個に、内部要素（教

育内容、組織原理、履修原理、教材、授業日時数、授業形態）、外部要因（行政的決定過程、教職員

【特　集】 国立教育政策研究所紀要　第 134 集
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の量と質、施設・設備の状況）をあげている (安彦 2002)。

以上のように、当時よりいわれてきたことは、現在でも新鮮に聞こえる。今日と、明らかにグロー

バリゼーションや情報化社会の進化などで状況は異なるにしてもである。

　筆者は、『研究開発学校における評価』(1977,1978)1）に刺激され、教育研究開発の初期とでもい

える当時より追跡調査を試みた。追跡調査については、オハイオ州立大学に W．チャーターによって

迎えられた R．タイラーによる８年研究 (1932-40) が有名である。

　筆者のカリキュラム評価研究は、「教育実践・( 外部 ) 診断的評価・開発」というプロセス評価

の道筋は打ち出したものの、その後、評価道具の作成と、データの記述により事例の比較を試みる

方向に関心が移る。当時より、特色ある学校をヨコに比較すると、授業像、学習評価の方法、支え

る物的人的要件において、違いは見られ、しかも微妙に融合させそれを暗黙に了解していたもの

の、外部に説明する必要に迫られず、何よりも、児童生徒への成果から卓越性 (excellence) の基準

(standards) を利用した総合判断については、踏み込めなかったからである。研究開発学校ですら、

3 年間という制限
3 3

を受け、3 年後には学習指導要領と指導要録という法的拘束力という「統制」を受

けることによるからである。外部アセスメントを外部診断的評価に役立てることは、課題であった。

　そこで、20 年以上経過した現在であるが、当時を振り返り、将来に向けての展望を示してみたい。

定点調査については、国立教育研究所の理科で行っている（松原・猿田 2000）。他には、浅沼ら（1999, 

2004）のオープンスクール卒業生の追跡調査の成果がある。そして、苅谷他（2002）、志水 (2003)

の報告がある。

　国による統制のもとで学習指導法の改善のみが強調され、学校全体におけるカリキュラムに不可

欠な外部によるサポート、外部組織との相互作用、あるいは別の立場から２時点での向上率から示

される効果については、学校の評価では強調されてこなかった。さらに、指導要録の開示請求の議

論を飛び越えて、今日、全国的に差が見られるが、効果から改善の努力の取り組みを評価しようと

いう外圧も出てきた。そこで、何よりも問題になる点は、日本では、開発すべきカリキュラムと学

習（そしてそのアセスメント）が、切れていた点である。

　平成 12 年度からは、各学校や地域の創意工夫をこれまで以上に生かすため、従来の、文部科学省

が研究開発課題を定めた上で都道府県教育委員会等に学校の推薦を依頼していた方式を改め、学校

の管理機関が主体的に研究開発課題を設定し、文部科学省に申請することになった 2）。そこで本研究

では、今日の教育の質に関する高まる活発な議論を踏まえて、文部省（現文部科学省）研究開発学

校 (1976 －現在：2004 年度末で 79 件 216 校の委嘱 ) が、試験的・先導的試行にあったその役割の重

要性を再認識し、将来の展望を、量的拡大から質の向上へと役立てられるかという観点から、再評

価するものである。より具体的には、試験的な、先導的試行であった、国の研究開発学校をフィー

ルドに、筆者が 1980 年代に学力と自己評価（自己成長性）について行った追跡調査の概要をまとめ、

当時の反省と重要性の再評価を行い、総合的な学習の先導的試行としての地域環境科を今日的視点

から問い直すことにする。

第１節　1980 年代の２時点での学力検査

　第１節では、国の研究開発学校をフィールドに、筆者が、1980 年代に、メルクマールとなる学力

と自己評価（自己成長性）について行った追跡調査に対する反省を、基本的な内容とする。

これは、筆者が、1980 年代、研究開発学校の評価のガイドライン (1977 年 ) をもとに、研究開発学
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校で行ったものである。メルクマールは標準化された学力検査を用いた。 

１.１.　1980 年代における状況

（１）教育の心理学研究とカリキュラム政策との乖離

　「教育評価とは、教育活動にかかわる意思決定の資料として、教育活動に参与する諸部分の状態、

機能、所産などに関する情報を、規定し、蒐集し、提供する過程である」(東 1976) とされている。

　また、続（1969）は、「『評価は価値に関係する』と常に言いながら、その価値とは何であり、い

かに判定するのか、についての配慮に欠ける」とし、教育評定と教育評価を区別することを述べて

いる。

　その後、世界的には、個々の児童生徒が彼らの人生を通じて積極的な学習者になるよう援助する

学校改善への努力が、教育改革の中心となっている。

　この教育研究開発の、日本での弱さは次の二点から指摘される。まず、第一点目は、教育評価を

教育心理的にみた場合である。第二点目は、教育評価を教育経営・意思決定的にみた場合である。

アカウンタビリティに基づく評価研究は決定的に立ち後れているのが現状である。現在でも、継続

的な教育研究開発や評価研究はきわめて弱い。このことは、自校の研究が独りよがりではないかと

いった不安を生み出し、なかなか思い切った改革へ結び付いていかない要因の一つになっているよ

うである 3）。

　また、教育研究開発の成果の評価として、①当初のねらいがどの程度実現しているか、②児童生

徒や教職員に与えた副次的影響はどうであったか、③父母や教育委員会、一般社会の反応はどうで

あったかをあげ、今後の見通しと提言等を行うものであるとしている ( 梶田 1980a)。また、研究開

発の被説明変数として、主要な評価観点として、教育成果に関する評価（学力保障、成長保障）を

あげ（梶田 1981a）、図式化している ( 梶田 1981b)。また、藤永保氏をはじめ心理学者もこの方面で

の研究の重要性についてふれていた。　

　教育学からは、水越 (1980) らは、４学級の児童の成長や変化を２か年にわたって追跡した。知能

検査、理科の学力テスト、教科好意度テスト、学習活動自己評価、小学校入学時からの全教科の成績、

学習雰囲気調査、健康調査表、運動能力検査、性格検査、ストループテスト、指導要録の行動記録

等を使用している。

（２）国立教育研究所・教育の成果研究会（1975）『青少年の内面的成熟に関する研究』

　中でも、注目される実証的な研究としては、国立教育研究所・教育の成果研究会（1975）『青少年

の内面的成熟に関する研究』があげられる。その中で、梶田は、カリキュラムとの関係の文脈にお

いている。成熟プロセスの教育的規定要因として（１）カリキュラム（実際の教育活動）、（２）学

校のおかれた地域の類型、（３）教師の指導・意識、（４）親の教育意識、の四つの要因があげられ

ていた。ただ、児童生徒の内面的成熟が小中高と発達的に述べられているが、また自己成長性の内

的構造、生活習慣に触れられているが、当時の調査ではメルクマールとしての学力調査は利用して

いなかった。その結果、達成動機も意志や努力の強さも、さらには内面的基準性や自信も、小学生、

中学生、高校生と低下を続けていく傾向、そして高校における特に生徒の生活意識の上での学校差

の問題が突き止められている。が、具体的な学校や教授学習過程については触れられてはいない 4）。

　持留 (1992) のように、自己概念と学力の関係を因子分析で追究した研究もある。その結果、学力

的自己概念と非学力的自己概念に分かれるとし、相関を求めた結果、教科の成績を絶えず自己認知

しているが、それは教科外の自己認知に代えられないという結論である。ブルームの情意的前提特
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性が自己概念に対応するとしながら、残念ながら、１時点で断面的に切り取っているだけで、どう

いう処遇の結果か、については触れていない。

　今日、日本でのこの分野は、先進国での教育改革の流れとギャップが見られる。海外には、子ど

もの声から学校改善を図ろうというような意欲的な数々の試みが見られる (例えば、Rudduck et al 

1996)。

（３）当時の教育研究開発

　教育における心理学と学校におけるカリキュラム開発のマネージメントの架け橋となる教育研究

開発を積み重ねるため、文部省委嘱の「研究開発学校」（昭和 51(1976) 年より設けられた：現行指

導要領によらないで三年間独自のカリキュラム開発を委嘱された学校 5）、詳しくは、磯田 (2003) を

参照のこと）での小学校「環境」カリキュラムとの筆者の関わりから、成果から問い直す教育研究

開発の意義と課題を取り上げる。　

　当時は、研究開発学校制度が軌道に乗って 30 年弱になるが、最初の 10 年の試みである。ゆとり

と充実から新学力観、その後の生活科や総合的な学習に至る萌芽的な取り組みであった。委嘱課題は、

５つあるうちの５、基礎・基本のより一層の定着と小中連携であった (昭和 57 － 59 年度 )6）。

　ここでは学校での研究開発実施上において、多様な評価方法の一つとして、標準学力検査を２時

点で導入し、メルクマールとなる児童生徒の学力・成長という面での成果に焦点を当て、今後のカ

リキュラムや指導計画のあり方に反映させていく筋道を提供し新しい資料としたい。以下では、こ

の関わりの経験から、エビデンス（証拠）による成果から問い直す教育研究開発の意義と課題を取

り上げることにする。

　まず、児童生徒の学力・成長という面での成果に焦点を当てたものについて結果と考察を述べる。

評価に使用した尺度としては、自己成長性に関わる調査と標準学力検査を用いている。これらを４

年次と６年次において行った。梶田 (1985) には、一部本研究からの分析結果がある。これらから卒

業生を抽出し、卒業後数年経過後追跡調査しインタビューした結果、また、教師・学校運営・父母

への効果についても、取り上げた。

１.２.　当時の状況分析－活動と取り組みの一端

　なお、当時の学校の状況分析については、以下の通りである 7）。

　当時の実践であるが、３年から６年までの中・高学年では、「地域環境科」が週２時間設けられている。子どもを

取り巻く地域環境に目を向け、出かけたり、校内に迎えたりして、生き生きとした総合学習を行った。子どもたちは、

それぞれの問題意識をもって、グループで取材をしたり、資料にあたったり見学したりして、問題解決の学習を続け

た。これまでの教育実践史でみられた「郷土教育」や「コミュニティースクール」と重なるところが多い。教科で学

ぶ知識の「終着点」としてこのような場面で活かし、統合し、また、「開始点」として教科学習の土台となっていく。

教科の学習だけでは、期待できない成果が期待されるものである。

　もう一方で、自学の時間というのがあった。朝８時 15 分から 10 分間と午後２時 30 分から 30 分、国語と算数でグ

レード分けを行い、ドリル学習を行った。筆順辞典作りを各自が行うとか、数計算のはやさ、正確さで３年から６年

まで 10 から 50 程度の各級に分け各級ごとにプリント用紙がファイルされ、廊下のレーターケース棚に置かれる。１

つの級が終わるごとに形成的テスト、それに 10 級ごとに進級テストを視聴覚教室で受験し、図書室へもっていって

級外教師に採点される。補充学習のプリントもあるというものであった。国語では、読み取りと、視写から入って原

稿用紙に書くという活動を繰り返すという色合いを次第にもつようになった
8）
。算数では、操作活動を通じて数学的

な考え方の育成を図るなどしていった。
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１.３.　手続き

　以下では、児童生徒の学力・成長という面での成果に焦点を当てたものについて結果と考察を述

べる。

（１）自己成長性四側面の例

　梶田 (1980b) は、自己成長性という概念で概括した自己形成や自己実現に関する態度や意欲の測

定項目 48 項目を開発している。「はい」「いいえ」「どちらとも」の３件法で回答を求めたものを因

子分析した結果、４つの軸がでてくるという。達成動機をはじめこれらは、今日低下が叫ばれる学

習意欲とも大きく関わるものである。

　達成動機の因子（８項目）「自分の能力を最大限に伸ばせるよう、いろいろなことをやってみたい」

「他の人にはやれないことをやりとげたい」など

　努力主義の因子（９項目）「一度決めたことは途中でいやになってもやり通すよう努力する」「他

の人に認められなくても自分の目標に向かって努力したい」

　自信と自己受容（８項目）「勉強や運動について自信を持っている方である」「自分を頼りないと

思うことがよくある（逆転項目）」

　他者のまなざしの意識（８項目）「他の人からどんなうわさをされているか気になる方である」「自

分が少しでも人からよくみられたいと思うことが多い」など

（２）学業成績と自己成長性

　４つの自己成長性に関わる項目と学業成績との関係は果してどのようなものなのであろうか。

　評価に使用した尺度としては、自己成長性に関わる調査と標準学力検査 (NRT: 国語と算数 ) とを

用いている 9）。これらを４年次と６年次において行った。学力というメルクマールにより卒業生を抽

出し、5年経過後、次の３点、すなわち、

　Q1．「小学校」で学んだこと、影響を受けたことについて　

　Q2．「私は」どんな子であったか

　Q3．「中学校」「高校」へ入ってからのこと、について聞いた（1989 年 8 月県内公立高校 2年生）。

１.４.　結果　

（１）学力の向上と自己成長性について

　２年間で全体として学力は向上した。また学力別の人数変化をみると中位群が上がった（図表１）。

その際の手続きとしては、全国基準学力偏差値をもとに、２教科の合計から、学力上位、中位、下

位の群に分けた。なお、標準学力検査（国語、算数）の２時点での利用により、中位群の学力が向

上したことは、最終年度の公開研究発表会の中で報告された。ちなみに、自己成長性の４つの軸では、

ほとんどのポイントが下がっている ( 図表２)。ただ、当時は、一人ひとりの学力向上のモニターと

いうよりは、もっぱら、教育課程や活動の組み方、活動の中身に関心があり、教師の作り手として

の役割の変化への舵取りに集中していたといえよう。
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図表１  石川県動橋小学校の学力の変化（1982-1984）

図表２　学力別抽出児童生徒の 2年間の変化 (小４～小６)

　しかし、学力とクロスすると、いずれも４年生から６年生で下降が認められる。一般的に、小中

高と徐々に下降傾向を辿ることが知られている（Kajita 1975,1976,1982）。が、例外的に中位群で「他

者のまなざし」、下位群で「自信・自己受容」の度合が増えた ( 図表２)。これを即断は出来ないが、

学力中・下位群では、計算の繰り返しという単純計算や音読が脳を活性化させ脳を鍛え、つらいが、

ひいては自信につながったと解釈できる。なぜ基礎基本の反復が重要なのか、その根拠のようなも

のを示唆していると考えられる。

　さらに、抽出児童４名を追跡すると、小４、小６、高２と進むにつれて、その後みられる児童の

自己意識の変化を、学力別の抽出児童生徒（学力上位 H、中位 M1 ･ M2、下位 L）で表してみた (図表

３)。学力下位抽出児童の達成動機が高い傾向が読みとれるが、一意的な解釈はできない。達成動機は、

学力と関係なしに、高校生になると（１人は中学校で一旦落ち込むが）向上するものの、自信だけ

は低下していることがわかる。この傾向は、自我が目覚め、夢を追いかけるが、少なくとも理想と

現実のギャップ、あるいは、（インタビューから聞き出す限りでは）競争による学習の重圧が認めら

れることは、先行研究からも指摘できるであろう。中学校・高校での進路の自覚、中学教育での指

導内容や方法がもたらしたもの、小学校での経験が影響しているのか、定かではない。これとは裏
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腹に、思春期の時期に差し掛かるためか、他者のまなざしを意識しだすことが見て取れる。

図表３　小学校４年生抽出児童４名（学力上位 H、中位 M1 ･ M2、下位 L）の２年後と７年後の追跡

（括弧内の数字は項目数、２～０点として加算）

（２）面談によるインタビュー

　以上のような結果から卒業生を抽出し、卒業後数年経過後追跡調査しインタビューした。1983 年

度５年生であった児童を６年経過して、インタビューした結果は、以下のようであった（1989 年８

月現在県内公立高校２年生、1972 年生まれで、高度成長期から低成長期にかけて育った世代である）。

　Ｑ１．「小学校」で学んだこと、影響を受けたことについて、教えてください。

　「環境」で一番思い出に残っていることは、アフリカの難民の資料読んだこと、「アーアー」（隣

の子）、フィリピンの現状とかそういうの書いてあるのを読んでびっくりした。環境と関連が

あるとか、中学校で印象に残っていること？アフリカ。社会科で習うし、他の人と比べるとよ

く知っていると思う。それから地域の祭りとか蓮如上人だとかおもしろかったと思う。理科や

図工、身の回りのことで、中谷宇吉郎のお墓へ行った。高校のテストで雪の結晶の話なんかが

出て「あー！」と思った。その他は、お寺の五本線とか。中学・高校で関係というのはあまり

なかった。最近だと募金活動したり、労働奉仕したりしているけど？こうあったらいいなこう

してほしいなとかいう注文？満足しとった．．．。学校の決まり？意識したことなかった。そう

じはやってたと思うけど。小学校では、六年生にはやさしくしてもらった。四年から配置が変

わって（教室の配置が同学年２クラスが別棟になった）、すごくいやだった。すぐけんかになっ

た。同じ学年なのにしゃべらんようになって・・・。小中学校の関係とか、ギャップ？中学校

では、先輩後輩のトラブルが印象に残っている。おにいちゃんが当時中学校で、ラジオ講座を

英語で聞いたことはある。（環境のおかげで）目が世界にひろがった。テレビで報道されたり

すると見たりする。フィリピンなんか、貧富の差が激しい。そういうことに再認識させられる。
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あと食品添加物なんか気になる。（当時）いややなーと思ったことはなかった。実験？環境と

関係なしにやりました。余り好きじゃなかったけれど。マラソン？走るのは好きやったし・・・

（「わたしは」に続けて文章を完成させる課題で）「ひどいことしかかけんようなきがする」

　（Ｋさん＝学力上位Ｈ１）

　１つのことをながーくやった。五年世界、六年まちのこと。考えかたを。小学校のときは先

生の力を借りてしまうし。世界のことなどを中学校でやってもらったらもっといいと思う。あ

ほくさいと思って。成績関係ないし、楽やから「あっ、環境か」という具合いに。何調べてい

いのかわからなかって、競争もあって「他の班に流さないように」とか結構陰湿な．．．丸写し

もあった。地区で男女混合。楽しかった。環境がそれ以降の自分とどう関わっていたか？知ら

ないことが一つふえた。祭りの話になると地域で祭り調べたことといっしょで「ああー」って

感じ（感動）。（当時思い出に残っているのは）敵対心。もっと学年で行動したらいいのに、と

思った。知らない子がもっとふえるんだし。（ドリルは）十問解いたら段階があがっていく。「覚

えてない」（隣の子）。矢印１、この番号何かくですかとか。他は覚えていない。（中学校以降と）

結構ちがう。他の人がどう思っているか気にせんし。人を傷つけても平気。小学校では自信そ

のもの。今は人を傷つけるのは絶対いやだけど。クラスで運動会のとき、きまずいものがあり、

けんかしたり、しゃべらんかったり、ひっかいたり。最近小学校にできた「遺跡」はうらやま

しかった。環境は試験に役にそうたたないけど、自分の町が知らなくて他のこともできるかと

思う。

　（Ｍさん＝学力中位Ｍ１）

　小学校だから環境はいいことやと思う。工場を回った。友だちと何人かでグループを作って

いった。中谷宇吉郎の墓へ行った。当時アフリカのビデオを見た。赤道直下のことは人ごとで

ないと思っていた。この頃は何か募金をし、（食べ物等を）残すのダメといった小学生らしい

考え方をしていた。今、アメリカがとうもろこしを捨てているのを見て、交通料とかがかかる

から何もしないんで、援助できるところがすればいいと、腹が立つ。環境は子どもにいい。親

も知らないこと知った。都会でやればよい。近所付き合いもできるから。小学校の授業中は、

落書きや漫画ばかりで長く感じた。集中力がなかった。環境は興味をもっていたから集中でき

るし、そういうこともあった。（ドリルは）たまった思い出がある。十回たまったら、テスト

をする。合格するとよかった。やってないとたまる、完成させないとたまる、できるまで強制

的に放課後にやり、できるとあめをくれた。中学校では、朝にドリルと似たようなガイダンス

やモーニングテストがあった。かったるいと思った。提出しなくてもいいし、すぐ答えがくる

ので、写して出していた。小学校では、はだしで朝五周走るのが目標だった。途中から制服に

それまではスポーツ服で登校していた。冬は体育館で、六年生ばかりで独占していた。六年で

ゲームがあり、地面に字を書く遊び、ひょうたん、先生に教わって。ある先生は、友だちの一

人から指名される連鎖のルールをつくった、すずかけ祭りもおもしろかった。

　（Ｔくん＝学力中位Ｍ２）

　自学の時間。みんなだらけていた。しかし良かった。復習になったしよかった。計算ひとと

おり解けるし、そんなものかなと、はんこほしいしやっていた。先に終われば良かった。算数
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好き、国語嫌い。Ｈ先生に放課後残された。中学校で（環境を）してほしい。環境いれた方が

よかった。自分で真剣、必死に取り組める。中学校でバカバカしくなったと思っても小学校の

時にやっていなければいまこんなふうになっていなかった。グループ活動、自分らで何でも調

べられるし、集めて発表する。学校終わってから集まってどこどこへいく。お年寄りに聞きに

行った。中学校はまったく違う。地域のまつりをやった。自分の祭りなのになぜあるのか、調

べてみた。家へ行って内容とか昔はどんなものだったかまとめ役にさせられた。班で班長やっ

ていた覚えがある。まとめを書くのがいや。発表するのはよかった、楽しんでやった。自分で

調べた。誰も知らないことを人前で言えるのは楽しかった。環境はやった方がよい。県外へ出

ても説明できないし、自慢もできない。北前船橋立まで見学に行った。郷土に中谷宇吉郎さん

がいた。誇りに思ってもいいくらいの人。後でわかったことだけど、その妹さんが自分のうち

の隣にいた五年全員で中谷宇吉郎の墓参りに行った。

　（Ｍくん＝学力下位Ｌ１）

　Ｑ２．「私は」どんな子でしたか、教えてください。

　小学校の時、先生からみてどうだったか。自分でいうのもなんだけど、先生からはそんなに

悪くはみられていなかったと思う。中学校ではおとなしかったけど、どちらかというと、変わっ

た。どう思われているかが気になり始めた。変わった。小学校では、人のことなんか気になら

なかったけれど。中学校になると、ひとが自分をどう思っているか、自分だけ友だちに好かれ

たいし、人に気を使うような性格になって、どんどんそういう性格になって、小学校とは全然

違う。

　（Ｋさん＝学力上位Ｈ１）

　

　（当時の調査票をみて）どんな子だったか？あまり深く考えんとー。ただ楽しく、いえない

ことも一人でいらだっていた。四年生でがまんしていた。五年生から気が強くなっていった。

中学校に入ると、自分の世界を持ちたいと思って。いろんなところからきたひとがいて、自分

が小さく見えてきた。知らないことが多いなあと。先生からみて？わけのわからない子やった

と思う。先生とは親しみをもっていた。小さい頃はかわいい子で通じていたと思うけど。高校

とかになると、先生との接触も少ないし、昔と比べて性格がきつくなった。

　（Ｍさん＝学力中位Ｍ１）

　

　先生からみて怠け者。友だちからみてうまくつきあっていた。五年では成績が良くなった。

　（Ｔくん＝学力中位Ｍ２）

　

　素直だった。こどもとして。まじめ。まじめにやることしか頭になかった。中学校で考えが

変わった。いろんな人が集まってくる。まじめだけではダメ。バカやったりした。高校では、

ばかばかしいと思うようになった。（当時）信頼されていた。クラス委員長や体育委員長など

をやり、運動会を運営した。小学校の考えと（今でも）同じかな。短気正そうという考えをもった。

ものごとわかるようになった。高校で生活面でも先輩にことばづかいなどを考える。先輩後輩

の区別。中学校では上の人とはしゃべらない。小学校では上の人でも友だちという感じ。野球



4040

をやっていたから他の部活をやっていない。四年では自分中心でやっていた。他の人に負ける

はずない、すごいやつおらんと思っていた。小学校では自分の考えが書けないでいた。

　（Ｍくん＝学力下位Ｌ１）

　

　Ｑ３．「中学校」「高校」へ入ってからのことを教えてください。

　中学校での思い出、学業とか活動とかで？部活動、陸上、万年補欠ですけど．．．。中学校・高校、

そんなにちがいがなかった。好きな科目は、国語。本とか結構好き。答えが１つとかじゃない

し。随筆とか短くて好き。思い出。部活動、修学旅行、友達とよくもめたこととか。入学試験、

受験勉強はつらかった。

　（Ｋさん＝学力上位Ｈ１）

　部活動、区切りやけじめがうるさかった。小さいことで区別していた、高校からみたら、「あ

んたらなにしとるんや」って感じ。必ず敬語、礼を使っていた。呼び出されたり、細かいこと

にこだわっていた。（今から考えると）幼かった、ばからしいと思う。おかしい。先輩やなと

いう場面でこそ．．．。

　（Ｍさん＝学力中位Ｍ１）

　

　部活ではバレー部に入った。勉強してなかった。成績突然上がったとかということではない。

体育祭では、球技大会というよりは、団結が思い出に残っている。ホーム会長とかにもなった。

　（Ｔくん＝学力中位Ｍ２）

　

　三年間野球をやっていた。生徒会役員をやった。きっかけは担任を二、三年もってもらった

先生。交通安全では顧問に誘われて、自分でやりたいことを決めて実行した。その後先生の異

動があった。二年では全員がまとまって、三年になった。（当時）ここ二、三年では一番まとまっ

た。中学校へ顔出すとその時の担任は、野球部監督をしている。現在野球部主将、社会人か大

学どちらにしても、野球はやる。

　（Ｍくん＝学力下位Ｌ１）

１.５.　考察

（１）「小学校」で学んだこと、影響を受けたこと

　当時新しく試みた「環境」カリキュラムについては、成績の上位・下位を問わず数年経過している

にも関わらず、次のように、とりたてて印象に残っており「体験のくさび」が打たれている。ここでは、

実験者効果（ホーソン効果）を云々することはできる。しかし他方で、当時のカリキュラムが、個々

の子にどう受け止められていたかというと、一律でない興味深いデータを提示しているように思える。

すなわち、「自学の時間」をとってみても、全ての子に一律に効果があり、好意的に受け止められて

いるということはなかった。また、学力上位の子を抽出してみると、以前学習したこととつないでい

るが、学力下位の子は、学習の仕方・まとめ方などに、力がついていなかったことがわかる。そして、

個人差への対処と配慮では、中位や下位の児童に成果が認められるようである。このことから、総合

的な学習での、ねらいと達成、その見極め方をセットにしてもつことの重要性が示唆される。
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（２）「中学校」「高校」へ入ってからのこと

　研究開発上中学校との連携をもてなかったために、特に、授業やカリキュラムの話題は出なかっ

た。むしろ、中学校では、クラブ活動や学校行事など特別教育活動の体験が話題にのぼってきている。

しかも、異学年縦割の児童生徒集団との体験が生徒の自己意識と大きく関わってきているようである。

（３）一般的な折り返し地点としての小学校高学年　

　小学校4年生頃まで、外から言い聞かせても追い込んでも自信に満ちていた子どもが、その頃をピー

クにプレッシャーを感じて下降していく傾向にあることは、洋の東西を問わない。

　当時のカリキュラムが、個々の子にどう受け止められていたかというと、一律でない。「自学の時間」

をとってみると、学力中位や下位の子に効果があった。他方、環境科では、学力上位の子を抽出し

てみると、以前学習したこととつないでいるが、学力下位の子は、誰も知らないことを発表できる

ことを楽しんでいた。中学校へはいると、自我の目覚めに伴い、他者を意識しだし他者からみた自

分を自覚してきている。

　しかし、だからといって小学校段階でその芽がないかというとそうではなく、少なくとも高学年

段階で、はっきり自己を意識しており、自己概念や自己意識を育てるには、小学校と中学校との連携、

粘り強い追跡調査が是非とも必要である。「よい学校」について、児童生徒の姿や成果から関係者を

説得していく必要があると考えられる。

（４）その他のデータ

保護者の声

　保護者への効果については、次のようである。父母については、当時、家族の知らないことを子

どもがたずねてくるなど、家族のふれ合いを久しぶりにもてたとか、保護者や地域に思わぬ波及効

果を及ぼし、地域文化を見直す気運も一部で起こった。ただ、新しい試みに不安をよせる保護者も

ないわけではなかった。「資料不足（歴史的事実、背景）に子どもが苦慮していたように思います」

とか、「他の授業とのバランスが気がかりなところもあります」とか、「全科目の何割ぐらいの時間

を取っているのかわかりませんが、あまり「環境」というものに、時間を費やしては、従来の科目（算

数、国語など）がおろそかになるのではないかと思います。たしかに、環境という科目で、子ども

らに何らかプラスになっていると思います。でも、従来の科目ももっと大事にしてほしいと思います。

特に高学年には。」といった不安の声が聞かれた。

教師の声－究極のリソース

　私、この子ら５年生の時持ったんですけど、たいへんたのしい子供たちでした。なんていう

のかクラスに積極的な子が多くいて小さな問題でも徹底して取り組む子らでした。６年生に

なってから、悪い要素を持った子の転校生といっしょになるとか、がありましたけれど。学力

的にはそれほど高いとは思えなかった。何か取り組み始めたらとことんやる。５年生で国語で

交流も必要だというので、本もたくさん読んだ、書くことも毎日した。K さんなんか 400 枚く

らい持っているんじゃないですか。はじめのほうで、子どもと一緒に．．．。のってきた子ども

たちだった。「歌も好きでしたし、．．．　総合活動ですね、自然に体についていくものと思う。

何かに出くわしたときに思い出されてそのときにプラスになる。即役立つというものではなく、

段階をふんで、私の年齢になって思いだしてもらえると私は満足です。教師も各方面へ行き来

してすごく影響受けました。頓服薬ではない。これからどういう子に成長していくか楽しみで

す。最もよく育ったのは私です。生活科で県でも（私も）講師になって動いているのですけれ

ど。高校でこの子らのお役に少しでも立っていれば。考え方にすこしでも違いがあれば見つけ
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もん」。中学校の先生に出入りしてもらう組織も大切ですね。また、おうちの方の質も大きい

と思う。（学校から家庭への）お願いはすぐ返事が戻ってきた。

　教師や学校への関わりについては、当時から 10 年にわたり、カリキュラムづくりに携わってきた

担任の教師（女性）は次のように述べている。当時 1989 年市内小学校教師歴 21 年である。

　以上のように、負担は大きかったけれども、満足感それに一教師としての成長の軌跡をうかがい

知ることができる。また、家庭教育を初めとしてパートナーとしての保護者の協力であった。地域

環境科という総合学習を開発したとはいえ、専門で得意とする国語の教育にも力を入れてきたこと

を述べている。

　ここからいえることは、リソースは物的・人的とあるが、最大のリソースは、教師自身の自覚で

あるといえる。英国の『カリキュラム開発のマネージメント』という文献には、教師の好み・ひい

きや支持 (preference and favour) をリソースに含める中で、教師自身の自覚（self-awareness）

が最大かつ究極のリソースであることが、1970年代までの経験から述べられている(Owen 1973)。「書

くことも毎日した」ということの実践については、今日、プロファイルというスクール・ベースト

のアセスメント技法の蓄積が増えてきつつある点で、その意味を噛み締めねばならない。　

１.６.　当時の外部評価状況の反省

　1980 年代まで、カリキュラム評価の最盛期を見た英国では、1990 年代以降、カリキュラム評価は

教育の変化 (educational change) や学校変化にとって代わられることになる。ここでは、「カリキュ

ラム評価の課題」をサンダース (Sanders 1979) に基づきながら、（１）誰が、（２）どう組織され、（３）

限界をどう見極めるか、という順にみていくことにする。

（１）誰がカリキュラムを評価すべきか？

　カリキュラム評価については、その責任を負わせられるべき単独のヒトとかグループというもの

は存在しない。次のようなものに依存する。

　・カリキュラム評価によって役立てられる目標

　・プロのカリキュラム評価者利用の可能性

　・カリキュラム評価によって援助されるべきヒトへの一個人やグループの信頼性

　・カリキュラム評価にとっての興味・利害のコンフリクトの考慮（どういう関わりをもてるか）

　・教育システム内部あるいは外部でのカリキュラム評価者の位置（ギブアンドテイク）

　あるカリキュラム評価から次の評価までは、環境が異なることが多々起こる。したがって、評価

者に対して責任やオーソリティを分配する決定も、カリキュラム評価の文脈に応じて行うべきであ

るという。評価者の位置役割は常に変化しうる。

反省：　当時の目標が「生き生きとした＊＊子を育てる」という抽象的かつ困難なものであった。

そのため、誰が評価するかといっても、特定されなかった。教師同士の日頃からの話合いや保護者、

学校訪問者、中間発表会での参観者等になる。その場合、外部から関わる場合、これまで比較的見

られた一方的にデータをとるだけではなく、お互いの信頼関係をつくることが最も重要であろう。

運営指導委員会などのメンバーとして問題解決に何らかの形で関わることも必要であろう。

　評価する人の位置や役割は以下のように変化する。公けの報告、カリキュラム政策を決定するた

めの基礎となるような場合には、カリキュラムの対象から独立しそれに影響されない候補者の中か

ら評価者が選択される。逆にそうではなくて、カリキュラム開発を導いたりガイドする、カリキュ
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ラムや児童生徒における弱点やニーズを確定する、調節がなされるようカリキュラムプロセスをモ

ニターするような場合には、評価の対象に近くかつ存続する文脈について知識をもつ候補者から選

択される。

　評価者には専門的なスキルが必要である。

反省：　例えば、「横断的、縦断的研究の利点、不利点を区別すること」である。当時、近辺の小

学校中高学年と比較し、卒業生が中学校でお互いどのような違いをみせるかといった構想を筆者は

研究主任に持ち込んだ。ところが、周囲の協力を得るまでには至らなかった。その理由は、以下の

ような評価のスキルがなかったためである。「あるカリキュラムを評価するプランを開発すること」、

具体的には「入力、実践、出力変数を関連づける」とか「評価目標とデータベースを適切な形で特

定すること」、そのために「関連する研究や、測定、それに評価文献を準備し、輪読し、統合する」

とか「理論的な評価モデルと「実生活」とを関連づけること」ところまでは至らなかった。

　しかし、ある程度、「評価チームやプログラム職員との適切な相互理解」をもちつつ、かろうじて「評

価の道具の選択や開発の基準を特定する」とか、「適切なデータ収集・分析手続きを適用する」こと

は行った。そこで、本報告の結果となった。

　が、「評価方法を適宜リデザイン、練り上げる」ところまではいかなかった。また、「評価の対象

を記述する－何が評価されその限界は何で、その重要な特色は何で、対象の本質を他人に伝える」「評

価の文脈を記述する－評価を取り巻くどのような要因が、対象や評価に関してもつ効果と関わるか

を知る」「評価の適切な目標を概念化する－評価への方向を与える方法として目標を明らかに述べる

ことができる」「評価の対象の中に価値やメリットを認める」など、きちんと考えられていたかとい

うと心もとない。それに、予算の裏付けもなく
10）
、外圧も期待もないなど、無理な点もあった）。

　確かに、評価者は例えば次のように専門性をもっている。すなわち、「カリキュラム評価において、

訓練されており、技術的な能力を持ち、評価される対象について知識があり、経験を持ち、統合を

持ち、対人関係技能を持ち、評価を用いるヒトに必要と考えられる他の特徴を持つべき」等「信頼性」

が不可欠である。

　また、評価者の位置（ウチかソトか）で評価は変わってくる。カリキュラム評価が持つであろう

インパクトは、評価者がシステム内でもつ権威や影響力のレベルに依存する。

反省：　当時のケースでは、学校の研究主任や校長や教頭などチーフとなる推進者へ直接協力の依

頼をしており、ヒトの協力が得られることができた。

（２）カリキュラム評価の組織化をどのように図るか？

　評価の組織は内的と外的に分けられる。内的には、決定に影響を与える要因として、リソース、

教育システムの組織的構造、特定のカリキュラムプロジェクトの数、それに政策等によるカリキュ

ラム評価のために必要な事柄は、内的に評価をいかに組織するかの決定に影響を与える。

反省：　まず、システム内での個人の結び付きである。負担が軽減されるべき専門性をもつヒトが

内部におり、教師と評価者、カリキュラムスペシャリストと評価者などの新しい役割分担が、学

校の日常活動にカリキュラム評価を導入するのに必要であった。短期間のある範囲での責任をもつ

アドホックなグループ、教科部会や学年部会などの永続的なグループ、システム内での新設された

継続的なグループも考えられた。評価の対象に焦点を当てた新しい組織、例えば、隣接している幼

稚園から中学校までの成長をモニターするセンターやモニターシステムを通じた報告の可能性はな

かったのであろうか、反省の余地がある。外的には、システム外部の個人、システム外部の現存す

るグループや分担者、教育組織の財政援助のための協定や協力組織など、これからの課題であろう。
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（３）カリキュラム評価の限界をどう見るか？

　カリキュラム評価は、学習環境（教室、教師、学校長、講師、チューター、カリキュラムコーディ

ネータ、スペシャリスト、カリキュラムプロジェクトスタッフ）内の各個人の協力次第でその成否

はしばしば左右される。

　・外部の人が授業を見学するのを当事者が許す場合

　・研究される必要のあるカリキュラムの問題を決める場合

　・データ収集と必要とされる情報の提供が行われる場合

　・評価の報告の草稿を吟味し訂正する場合

反省：　教授組織の構成は大きな要因である。当時の各教師は、平均３０代とあまりにも若く、また、

数少ないベテランであっても専門教科が違ったりして、関心があまりにも開発そのものに向けられ

ていた。十数名の少人数であったことも影響していると思われる。そして、評価の組織づくりである。

カリキュラムの開発と実践は手探りであり、外部のサポート機関とのまたそれに該当しうるヒト同

士の協議の経験も少なく、場の計画もその時期をずらしてしまった。外部のものが積極的な関わり

をもって当面のニーズと対応していなくても対応させていくぐらいの心構えが必要である。今回の

インタビュー抽出生徒のお願いには、いい研究ができると依頼文を書いてくださるなど積極的に支

援協力いただいた。

　授業は、確かにお願いすれば見せていただくことができた。しかし、筆者の関わり方として、研

究発表会の中で、授業記録をビデオに編集するとか、学力中位の児童に成果があると報告できる程

度であった。報告書に外部のものがその一部を担当できるかどうかの申し合わせをしておけばと反

省している。

　３年間の委嘱が終わり、変化のための圧力が連続的でない場合、組織や管理のより前の形態に逆

戻りする組織の傾向はでてくる場合がある。幸い本実践は委嘱終了後地域に学ぶ総合学習として継

続させた。が、教師の側に優先させたい新たな実践もあり、評価に携わろうというところまではい

かない傾向もある。

○カリキュラム評価は、ある行動や出来事を測定したり記述したりする複雑さによって限界がある

ことがある。

　●クラスでの過程や授業経験は一人一人の児童生徒には違う意味を持つ。したがって、下手をす

　　ると、今回の報告のように、カリキュラム評価者はせいぜい長期間の児童生徒の変容を指摘す

　　るにとどまらざるをえない。

　学校全体のカリキュラムとしては、次のような仮説が設定できる。当時行われた各教科の要素的

スキルの定着という実体的なものが、学力中位者や下位者に有効に働いていたといえるが、情意面

をねらう総合学習の中にその実体的なものが組み込まれる形で、実践を積み上げるところまで至ら

なかった。すなわち、教科サイドからの基礎と、応用、すなわち、好奇心、集中力・持続力、自己

統制力、目的意識といった機能的なものとの連続での「環境科」の取り扱いである。

　しかし、当時それをとらえるプロフィールまたそれを見て取る枠組みをもたなかった、あるいは

それをもつ必然性はなかったのである。それにはいくつかの理由がある。まず、何よりも技術的な

ことである。カリキュラム評価の文献、特に環境科のような複雑な統合教科には該当する先行研究が、

なかった。そして、簡便性というか、容易に適用できるものでないと取り入れてくれない。教職員

の自信と手ごたえの感触、適切な訓練は、重要である。当初、カリキュラムづくりには、教科書を
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複数並べて目標解析から始めているのは比較的容易であるからである。

○カリキュラム評価者は、時間や児童生徒の接近によって限界があることがある。

○カリキュラム改訂の結果は開始してから何年何十年の間目だつものではない。また、カリキュラ

ム変化の結果は児童生徒の自己報告のみが示すような私的なものであるかもしれない。そのような

データの妥当性がしばしば疑われる。

○カリキュラム決定は、カリキュラム評価研究の一部ではない要因や情報によって基礎づけられる

ことが多く、カリキュラム評価の有用性が疑問視される。

　●評価者は意思決定過程の一つの役割なのであって、意思決定における彼らの役割には限界があ

　　るという自覚が必要である。

反省：　今回のケースでは、総合学習を続けることになったが、人事異動による校長の意思にその

存続は大きく左右される。また、赴任してくる教職員の興味の違いや確信の欠如は、特に長期に渡

り継続を要する変容過程を支援する際大きな要因である。めまぐるしい教職員の移動はカリキュラ

ム評価を困難にする。

　また、当時の地教委の政策の要因も大きい。リソースの不適切な割り当て（カネ、時間、ヒト）

やリソースを管理する際の非融通性である。ヒトやカネを均等に配分するというのは一つの大きな

決定である。このような要因とからんで、新しい実践が十分に遂行され普及されないうちにとぎれ

てしまうこともある。

○カリキュラムを評価する基準は、合理性や期待、さらには理論に依存し、現存のそれら理論の多

様性は問題を生み出す。

　●さまざまな受容者から異なるシグナルを受け取っている時でも、評価を基礎づける基準をきちっ

　　と選択する必要がある。

反省：　選択のむつかしいところである。ただ、当時よりわかっていたことは、持続力や集中力、

自信や達成意欲などの情意面の評価は、きわめて長期にわたらないと探ることができないというこ

とであった。また、当時からの児童の作品（日記や絵、それになんといっても作文を書かせ、目を

通すこと）、授業や実践記録等さらに注意深く見ておく必要はあったと思われる 11) 。

第２節　カリキュラム評価への統制と開発から見た振り返り

２．１． カリキュラム評価の統制から見た日本的特徴－事前チェックによる統制

　OECD では、1960 年代以降 1980 年代まで、評価は、副次的なもの、統制の道具、さらに達成事項

の記録や教員評価へとシフトし、重大局面が、行政から、カリキュラム、さらにアセスメントへと

シフトしてきていることがわかる（図表４）。

　日本では、スタート地点の違いもあり、統制と開発に関して、ある面では、OECD よりも、２０～

３０年ほど遅れているが、独特のものを引きずっているように思われる。研究開発学校では、学習

指導要領から離れてもよいが、3年間で元に戻るという制約があったため、副作用や副産物・当初意

図しなかった副次的効果などがあまり重視されなかった。幸か不幸か、思い切ったイノベーション

を生み出す触媒として研究開発が機能しにくい点があった点が、認められる。欧米のように、評価

に教育研究開発では予算がつくことはないことから、きわめて評価が地味で目立たないものとなっ

ている。

　以上のようなことから、著者は、付加価値度 (value added) でいう２時点の向上率 (progress) で
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見ていくことによりモニターする手法が、重要であることを論じてきた。今日の欧米でいう効果的

学校や質保証の論議の動向と重なる面がある。

　ただ、何もかもが米英に遅れをとっているのかといえばそうではない。筆者による、C．ルーイス

からの聞き取り調査（2003.8.6）によると、仲よしと反省の文化 (Lewis 1995) の上に立脚しながら、

さらに、「何が改善される必要があるかを知る（Notice what needs to be improved）」「改善を動機

づけする（Motivating improvement）」「改善する方法を学ぶ（Learn how to improve）」が、日本の

強みであるという。筆者はこれを解釈すると、授業プロセスに向けたものであり、さらに、効果的

な授業の条件に対して、特別活動などを含め、同僚同士がインフォーマル含めて学校全体で改善を

動機付けし、その方法を身につけるというものであると考えられる。

図表４　カリキュラム評価と関連する OECD の教育革新の概観（Nisbet 1984, Hargreaves 1989 などを参考 )

　このようなことから、筆者の関心は、プロセス評価としてのカリキュラム評価道具の作成、とり

わけ、授業に焦点化したカリキュラム構成要素の一貫性のための「説得のためのデータ記述のマト

リックス」とチェック項目の妥当性検証へと移っていった。

２．２．カリキュラム評価の開発から見た日本的特徴－伝統的な眼差しから捉え直す

　今日の環境は、当時からは予想できないほど、激変している。当時、「持続可能な開発」(sustainable 

development) という言葉は、聞かれなかった。以下の抽出生によるコメントはそれを象徴している。

　「当時アフリカのビデオを見た。赤道直下のことは人ごとでないと思っていた。この頃は何か募金をし、（食べ物等を）残すのダ

メといった小学生らしい考え方をしていた。今、アメリカがとうもろこしを捨てているのを見て、交通料とかがかかるから何もし

ないんで、援助できるところがすればいいと、腹が立つ。環境は子どもにいい。親も知らないこと知った。都会でやればよい。近
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所付き合いもできるから。」

　当時の子どもは、30 代前半の働き盛りであり、次の世代の子育てにも関わろうかとする年代である。

今日でこそ、「持続可能」などということばは聞かれるようになったが、それが意味する「未来の世

代を犠牲にすることなく、現在の必要を満たす」という点は、今後益々重みを増し、噛み締めてい

く必要があるだろう。20 年経過した現在の研究開発は、どのように考えればよいのだろうか、身の

回りの生活や地域環境の激変している今日的視点から、示唆を得ることにしたい。

　とりわけ、東アジアの中での日本の学校教育は、米国や、EU、それに中南米、アフリカから見て

どう見えるのか、あるいはどう説明し、理解を求めていけばよいのだろうか。

　欧米から見て、日本の教育は次のような指摘を受けることがある。すなわち、精神が主要な目標

であり、「素直」(open-minded, nonresistant and truthful)、「豊かな」(empathetic, receptive 

and open-hearted) といったことが重視される、「内省により自ら気づく社会」(reflective self-

awareness society) である（Fereshteh 1992）といわれている。米国から見た日本の教育は、非認

知的な（non-cognitive）特徴をもちつづけている (Burstein ＆ Hawkings 1986)。

　あるいは、算数の学力に関しては、日本では、「保護者は子どもの『甘え』を許し、保護者の無条

件の愛によって子どもは守られているという感覚を持つ。『甘え』させてもらう代わりに、子どもは

自分の保護者に恩を返さなければならないという『義理』を感じ、学業や職業的成功を目指す」(Samimy 

et al 1994) という指摘すらある 12) 。

　確かに、このことについては、批判的な捉え方も出来るだろう。これらのことが注目されたのは、

1980 年代であり、当時ですら、保護者に見守られない生活のきつい複雑な家庭事情をもつ児童生徒

も出てきていたし、90 年代を経て最近では、非認知面の回復が大きな課題となっている。　　　

　しかし、海外から見た場合、日本の児童生徒のメンタリティーとして、「甘え」や「義理」といった、

欧米にはないプラスアルファ－としての「何か」が、文化の中で維持されてきていると考えられる。

｢学び取ろうとする力 ｣というようなプロセス志向の風土では、人間観や世界観などに行き着く (例

えば、津田 1951)。

　さらに、日本では、言語教育とも関わって、古来より一面で言葉の使用を慎んだり避けたりする

面を持つ「言霊思想」（traditional belief in the power of words / belief that uttering a 

thought breathes life into it）が言われている。その上で、読解力、論理の構成や国語の文章構成力、

英語等第二外国語での運用能力が求められる。 

　であるからこそ、欧米と同列の議論に加わると同時に、それプラスαが求められる。そのため、

ある意味で骨の折れる作業であるが、欧米流のモデルに甘んじることなく、そうでない潜在的な底

力となる能力や強みを掘り起こしていく面があると考える。

　日本では、中央レベルから児童生徒レベルまで、学習指導要領、指導主事、学習指導案、指導要

録等々、よく「指導」という用語が用いられる。いうまでもなく、目的に向かって教え導くという

伝統をもっている。内なる精神性があり、それなくしては、確かな学力も豊かな人間性もないとい

う感覚である。

　このように、日本の評価を考える場合、日本的な視線や伝統的な眼差しが、変化が困難な隠れた

「統制」をしてきたのではないか 13） という仮説を前提に論じてきた。以下では、あくまで、試論で

あるが、変えるべきシステム（制度・原理・組織）の面から、中央による法的拘束力をもつ学習指

導要領の最低基準を、地方や学校レベルで変形する力を持つこと (to be transformative) の重要性

を論じることにしたい。教員の資質向上 (teacher development) とカリキュラム開発 (curriculum 
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development) は、表裏一体の関係にある。知識を開き導き、実用化に役立てる「開発」の場として、

学校が焦点化されているのである。

第３節　「開発」から総合的な学習の先導的試行としての当時の環境科を捉え直す

３．１． 国のカリキュラムの地方化への移行の重要性

（１）ローカルなコンテンツ・スタンダードの重要性

　90 年代より OECD では、変革の時代において、中央と地方とのバランスを図ることの重要性を指摘

していた（OECD 1994）。当時、ローカルなコンテンツをどう発掘するかは、学校任せであり、利害

関係者を意味するステイクホルダー (stakeholder) といった概念も馴染みが薄かった。今日、単元

開発に概念マップ 33 も用いられ、キー概念からカリキュラム作りが行われようとしている。

　とはいえ、カリキュラム開発の方法は、容易なことではない。1970 年代において、日本では以下

のような提案が見られた。

　膨大な知識の量の中で、知識の内容を事実として覚えるよりも、それがどうして起こり、また生じ、

どうなるかの変化について考えることに、児童生徒は興味を持つのではないだろうか。このような

問題意識から、城戸 (1979) は、教育（課程）のカテゴリーを、自然科学的な認識カテゴリーのカン

トのものを援用して次のように提案している。

　性質－実在、否定、制限についての考え方として、意味の理解とその表現を問題とする

　分量－単一、多数、総体についての考え方として、数量の計算を問題とする

　関係－原因と結果の関係、部分の交互作用、部分と全体の関係、目的と手段の関係を問題とする

　様相－可能、現実、必然、偶然、突然を問題として自然観、人生観、世界観、歴史観を問題とする

　そして、性質や分量「何か」に加えて、関係「どうして」と、様相「なぜか」が次第に分化して

発達してくるとしている。

　このような心理学からのカリキュラムづくりについては、現在、OECD の PISA の問題など掘り下

げることにより、「多様性」「変化と関係」「不確実性」「空間と形」「量」など鍵概念からのアセスメ

ントの指標作りの展開が考えられる 14)。自然科学、社会生活、人間活動、そのベースとなる人間性、

時間、位相・様相、抽象的関係など、一種のシソーラスからコンテンツを見直すことも考えられる。

今までのように海外の水準に追いつけ、キャッチアップする段階では、いわゆるかつての知識や理

解力が重要であった。これからはもっと新しいものをつくる創造力や発想が重要になってくる。こ

のような能力が 21 世紀の日本を支えるであろう ICT の発展のために重要でコンピュータ操作能力・

技術的知識・貧富の差によって「情報を持つ者」(information haves) と「持たぬ者」(information 

have-nots) の格差が広がり、教育や就職、経済活動に影響が出始め、問題が深刻化している。いろ

いろな教科を超えて、環境問題、南北問題、エネルギー問題を解決するには、境界領域みたいなも

のを総合的に分析できる能力が必要になってくる。または、自発的に学んだり、自分で問題のテー

マを見つけ出す能力や表現力・発信力が国際化時代の到来と共に大切になってくる。　　

　であるから、学力の質を変えなければいけない。そのためには、カリキュラムの内容の精選が必

然になってくる。その上で、Kendall & Marzano (1996) のように、学年・学校段階を超えて、コン

テンツに関わるベンチマークやスタンダードという K-12 といった 12 ヵ年の緩やかな括りによる系
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列、明細表が求められることは、火を見るよりも明らかである。各国とも努力している。

　その上で、 NPO や NGO が、学校向けに番組を作成したりする動きも、オランダなどでは見られ、民

間の力を借りることは試みられてよいのではないだろうか 15)。 

（２）その次に来る問題－カリキュラム･アセスメントの事後チェックに向けた準備

　ところが、これまで、日本の学習指導要領は、ある意味でシラバスを並べ、教科書ガイドライン

となっている。それは、米国から見ると、教育課程 (standards based on content) を陳列し、そ

れへの接触の機会を教師に授けているだけで、望ましい方向で努力しているだけだとしている（US 

Department of Edu. 1998）。

　日本でのかつての経験主義的カリキュラムの実践資料 16) には、学習活動の到達目標の「めやす」を、

発達を追って進めているものが見られた時期があるが、それ以降では、スタンダードを学校がもつ

ことの経験を持たない。そこで、学習指導要領については、６・３制の見直しを期に、本来の学習

要領 (course of study) として見直し、学習をアセスメントすべきコンテンツ・スタンダードとリ

ンクさせ、しかもローカルなものが求められてくる時代は、そう遠くはないのではないだろうか。

　近年、カリキュラム・アセスメントが注目されつつある (Open University 1990, Madaus et al 

1992, Stimpson et al 1998)。1980 年代当時には、今日でこそ、思考・判断や関心・意欲・態度を

含めた４つの観点での評価がいわれているが、観点別評価や到達度評価も普及していたものの、柔

構造の単元まで含めた取り組みにはなかなか至らなかった。

　最近では、米国や豪州で試みられている、「なぜ？」という本質的な問い (essential questions)

とも関わるような単元の構想である ( 有本 2005a)。最終的には、クライテリア（評価規準）に低次

と高次のものがあるとすれば、高次のものは、記述したものから学校の教師が観ることになる。そ

こで、その質の問題も登場する。採点者間での「ぶれ」を少なくするためのモデレーションの問題

も見えてくる (Hale 1974)。今後の、日本での知識・理解と技能、思考・判断、意欲等については、

低次の評価規準と高次の評価規準との関係などが論じられている海外の文献に学ぶべきであろう

(Sadler 1985, 1987, 1989, 1998)17)。

　まずは、今日の爆発的に増大する知識を意味あるものとして咀嚼し、消化して、身に付けていく

には、コンテンツ内容をシラバスといった計画として創ることが望まれている。そこから、評価規

準の４つの観点と評価方法のマトリックスなども考えられる。また、集団準拠と目標準拠、その中

間にあるスタンダード準拠（以前の集団と比べてどうであったか）の組み合わせを見取るような鳥

瞰図の工夫も求められるかもしれない (有本 2005)。

　日本では、学習体験や向上的な目標（「成長保障」的なもの）というように曖昧さを残しながら、

外的な質のメルクマールによる質の向上を図るべきであろう。その際、日本では、外部組織との相

互作用を含めた外圧に伴って、カリキュラムに不可欠な外部によるサポートが、求められよう。

　次に、あくまで試論であるが、かつての英国の HCP(Humanities Curriculum Project) のよう

な大規模なカリキュラムプロジェクト、それに学力調査室（APU: Assessment of Performance 

Unit,1974-1988）、その後の National Curriculum and Assessment にとって代わるものについての

示唆を、今日の英国やユネスコなどから得ることにしたい。なぜなら、文化・教育に絡む政策は、

日本という１つの国の枠組みを超えた射程の上で構想されるべきものを有しているからである。

３．２．多数国参加によるカリキュラムに向けたステイクホルダー（利害関係者）の重要性

（１）ユネスコの ESD や共に生きる価値教育等多数国参加のカリキュラムから見直す
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　ユネスコでは、デロアレポート (Delors 1996)18) やその後の展開（Mockus 2002, Sherlock 2002）

をもとに、「共に生きる」実践の概念、何をどう教えるか、その評価などが示唆されている 19)。そして、

最近ではカリキュラム変化のマネージメントの能力の樹立 (capacity building) が、学校に対して

求められている。

　課題も大きいアジア太平洋地域において、日本のカリキュラム研究と実践が、スタートポイント

において比較的類似している、東アジアを大きく包み込んでイニシアチィブをとっていけるか、そ

して世界に投げかけていけるか、あるいはせめて韓国、中国と北東アジアとして教育改革に向けた

積極的な発言がなされることは、今後の大きな課題であろう。20)

　そこで、持続可能な開発のための教育（ESD: Education for Sustainable Development) などが求

められる（日本ユネスコ国内委員会 2003）。ESD、あるいは地球憲章 (earth charter) については，

国としては，コスタリカなどラテンアメリカで政府が力を入れており、さらに中央アジア（タジキ

スタン Tajikistan など ) や豪州等一部で思い切ったカリキュラム政策に取り入れられているようで

あるが，コンテンツの試みはこれからであろう。その場合，一見教育と無関係のように見えるセク

ターとの関連性がある 21)。気象情報や熾烈な資源獲得をめぐっての市場取引情報などリアルに時々

刻々と変わるデータもある。むしろ現実は、気候変動 (climate change) など圧倒的に厄介な（messy）

構造が不明確な問題 (ill-structured problems) が多いのである。

　郷土 ( 地域 ) と世界との往還作業として、こういった情報も学習リソースとして捉えていかない

といけないだろう。これから、異質な文化、学校、価値観に触れる機会を持ち、一見遠くかけ離れ

たアフリカなど含め他国の人を魅了し、影響を及ぼすとともに、その共感や敬意を獲得していくよ

うな児童生徒像が課題である。「バイタリティー」、「積極性・主体性」、「語学力」、そして「異質な

文化や考え方を受け入れる努力をしてきたことによる人生観や社会観の広がり」の重要性に社会も

気がつき始めた。

　英国では、英国開発教育協会 (Developmental Education Association: DEA) という機関があり、

グローバルな知識社会との関連で、一見したところ教育に関連がないようなことでも、世界とのつ

ながりにおいて郷土は縮図であるという考えも認識され、地方教育委員会は、NPO や NGO ともリン

クして、地域（郷土）と世界の往還作用を重視したカリキュラムづくりを進める動きが見られる 22)。

　特に 2005 年当時は、次の 10 年に向けて日本の京都議定書発効もあり、時代の転換点であったと

後世に語り継がれる時が来ることを期待したい。

（２）東アジアの革新的な事例から捉え直す

　香港では、豪州・台湾とともに、カリキュラムの過密を防止し、従来の教科間の垣根を低くすべ

く、教科というより８つの主要学習分野 (KLA: Key Learning Areas) とし、最重要なテーマ、問題点、

考え方、価値観で構成される新しいカリキュラムを取り入れている。また、SBCD は、TOC(Target 

Oriented Curriculum) と TOA(Target Oriented Assessment) と呼ばれ、英国流の到達目標を明確に

したターゲットを伴うものである。北欧を参考にし、生涯学習の視点を学校教育に取り入れている

ようにも思われる（ただ、教師の日常の仕事と切り離して、勤務時間外に開発したカリキュラム自

体を表彰した上で、意図的普及をしようとしたために、失敗している向きもある）。

　とはいうものの、カリキュラム・アセスメントでは、試験をすることが教えたことにつながると

いうようなバックウオッシュ (backwash) という東アジアに顕著かつ特徴的な現象も研究されている

(Stimpson 1998)。さらに、それをふまえて、生涯学習を見据えて、北欧や豪州から学びつつ、全方

位学習 (Life-Wide Learning) を打ち出している。教科と総合を切り離さず、コミュニケーションス
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キルや問題解決のスキルを全体カリキュラムの中でみようとしている。

　中央集権の強いといわれる韓国ですら、日本の本研究所 NIER と同系列の韓国教育開発院 (Korean 

Educational Development Institute: KEDI) が、KBS というテレビ局と結びつきつつ、1990 年分離

独立した教育放送サービスという機関 (Education Broadcasting Services: EBS) は、デジタル・コ

ンテンツを集積し、地元住民からフィードバックをもらうなど、地方化を促進する動きも加速して

いる 23）。

　SBCD は、近年、東アジアで関心を呼んでおり、成果も欧米に発信されている（Lo 1999, Edmond  

2004）。中でも、ニュージーランドが中央集権の中での SBCD を取り上げ出した点は注目されてよい

であろう（Bolstad 2004）。ニュージーランドは、OECD 諸国の中で唯一日本と並び称されて、効率的・

効果的な現職教育を行っていると、1990 年代半ばの時点で指摘されていた。そこで、日本も SBCD の

傘下に入り、他国から共感や魅了が得られる位置につくべきであろう。統制ではなく、開発に向け

た意識改革が重要であろう。

　比較教育学の立場から、欧州からは、アジアは、世界を脅かしているといわれている (McLeean　

1995) 。忍耐 (tolerance) という価値観がその理由とされる。課外活動などを取り入れる風土もお

互い共通している。したがって、アジア太平洋地域の動向には、敏感でなければいけないであろう。

３．３．開発の立場から学校ベースで子どもの自尊心と希望を育てるために

　このように、国から地方へ、国から多数国参加へという２つのベクトルが交差しつつも、しかし

中心になるのは学校である。１つのパートカリキュラムに過ぎない各教科は、それぞれが重要な内

容知をもち、扉を開ける鍵をもつもの、あるいは、外界を切り取る１つの窓として位置づけられる。が、

しかし別の面から見れば、全体カリキュラムから、方法知や自分知という自分を知る手段として捉

えることができるだろう。そのため、子どもに、肯定的な自己概念を持たせるべく、カリキュラム

作りに、家庭や地域社会が一体となった取り組みが待たれているといってよいだろう。

　本格的な SBCD のためには、とりわけ中等教育では、１回限りの入学者選抜試験ではなく、推薦入

試の枠の見直し、さらにリターンマッチ ( 敗者復活 ) の可能な英国流の資格試験の見直しを跡付け

る必要もあると思われる（Torrance 1982, 1986, 1987）。

　SBCD では、子どもの自己概念は大切に取扱われていた (Gammage 1984)。米国で進歩主義な考え方

を持つ代表的な研究者である、Ｊ．ビーンは、かつて「家族」「自分と現代メディア」「私たちの学

校における生活」といった総合的な単元に触れていた。各教科においても、次のように述べている

(Beane 1984)。

　国語を自在に使えるよう、読み方、作文、話し方、綴り字方、演技術などスキルの開発をすれば、

他者とのメッセージのやり取り、自己と他者理解につながり、自信を高める機会を持ち、広告やコマー

シャルメディア研究、作家や現代アーチストが自分について考えを述べている教材や自叙伝を重視

し、自己表現のメディアが工夫される。

　社会では、社会問題の性質を児童生徒が吟味できるようにする。戦争で人々の反目がどのように

起こったのか、なぜ革命するのか、どのように葛藤が欲求不満から起こるのか、国家の一部であっ

ても自分自身について児童生徒が考える機会を提供できる。

　数学では、抽象的な場合、ピアグループなどグルーピングを図ることで自己知覚が促される。応

用の場合計算についても、購買行動やサービス業のマネージメント、貯蓄など、リアルな生活改善

にスキルを機能的に活用できる。家計簿、地域経済、スポーツ記録、建物の比率模型などトピック
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や問題解決単元を通じて、実社会、実生活の問題を取り扱う有能感や自信を感じることができる。

　理科では、推論したり情報を収集・分類したり、事象の連鎖や因果関係を同定する時、自己知覚

が促される。環境問題、汚染や資源枯渇、医学・通信・輸送などの領域での技術の進展を探究する

こともできる。ライフスタイルや価値・態度にどのように影響を及ぼしているか、見ていく。人間

の発達成長についても自己知覚を左右する。

　体育では、身体の健康、ウェイトコントロール、生涯スポーツ、身体的自己に加えて、競争や攻

撃といった態度にも関わる。家庭では、家庭生活や人間の発達成長、育児、人間関係、栄養と話題

に事欠かない。芸術や音楽では、各人のメディアを通じて創造的な自己表現をしていける。技術や

職業教育では、プロジェクトにより、家具を修理したり、仕事を獲得する方法が学べる。外国語では、

異質の文化に触れて、個人的な態度、信念、価値を再検討する機会を与えてくれるという。

　さらに、自己概念や情意面を大切にする教育の学校全体としてのカウンセリング的な取り組み

にも、香港は、機を見て敏である。これは、W．パーキーを中心にした米国の、International 

Alliance for Invitational Education といわれるものである。日本語では、「招請教育」と訳さ

れるかもしれないが、デューイやロジャーズ、バンデュラ、セリグマンなどをとりいれて、シグナ

ルを重視した一プログラムである (Purkey 1970, 1984)。この動きは、招待者限定の、催し物のよ

うな意味からすると、ドアの内側からというきわめてアメリカ的な協会であるが、いち早く香港に

1990 年代後半に取り入れられている 24）。これも、学校改善・学校開発の一つであり（Block et al 

1995）、統制からは出てこない。

第４節　まとめと結論―開発に向けた質的向上に向けて

　今後は、様々なプログラムをもって学校改善へと高めるために、さらに一段と、実践者と研究者

によって、カリキュラムのアクションリサーチにより、学校内外のアセスメントを伴いつつカリキュ

ラム評価を進め、「スクール・ベースト」というアイデアの深い理解に至ることが求められる。ただ、

この取り組みを進めていく上で、中等教育では、特に、学校レベルでの構造の変革（異教科間の連

携や教授組織）が不可欠である。

　恒常的なデータをもってきちんとモニターし、スタンダードを公表し、向上が見られない地域や

学校には、理由を探り、手厚い予算化や是正措置を図ることが求められる。それ以上に、総合的な

学習のカリキュラム開発を通じて、外部によるペーパーで測れる学力とともに、ペーパーで測れな

い応用力、創造する力がアセスメントされ、学校の評価に役立てられるべきであろう。

　今日、開発の立場から、草の根的な企画型の教育研究開発、国内はもとよりであるが、さらに持

続可能な開発のための教育のように、アジア太平洋地域とも関わる提案型の研究開発が求められて

いるといってよいであろう。

註）

 1) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kenkyu/htm/06_ref/06-03.htm(2005 年 1 月 11 日検索 )

　　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kenkyu/htm/06_ref/06-04.htm(2005 年 1 月 11 日検索 )

 2) http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kenkyu/htm/01_doc/0101.htm(2005 年 1 月 11 日検索 )

 3)　第一点目は、心理学的研究は授業研究で行われてはいるものの、それをカリキュラムの政策立案にまで反

映させていくという発想がきわめて貧困な傾向があった。具体的には、個々人の学習がいかにすれば最善に
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促進されるかといった問題は、認知心理学・教授心理学などの基礎研究により、最近の研究では一つのトピッ

クともなっている。個々の児童生徒が彼らの人生を通じて積極的な学習者になるよう援助するといった問題

は教育心理学の中心であることは、いうまでもない。この場合、同時に学校の果たす基本的な役割というも

のがいったいどういうものなのかが問いただされている。このことは、欧米の近年の学校改善への努力の中

心となるものとなっている。自己を高めつつある学校（self-enhancing school）など、感情教育サイドから

のカリキュラム研究のすぐれた著作がある (Beane and Lipka 1994)。第二点目については、中央で統制され

てきたために、学校経営的発想はあるもののカリキュラムのマネージメントと評価は今日まで正面切って取

り上げられてこなかったふしがある。この中で、米国の学校改善に詳しい中留武昭はこの方面からの問題を

提起している。学校改善へむけての１０ステップのなかに、プロフィールと呼ばれる教育成果の一覧表が重

視される。児童生徒の態度の中に、自己概念、学校に対する態度、自立性－ローカルオブコントロール（い

ずれも質問紙）が見られる。妥当性と信頼性を課題としているが、それ以上にフレームづくり、プロフィー

ルづくりが必要とされる。技法に今のところコンセンサスはない (中留 1988)。

 4)　今日からすれば、学力低下や雇用不安、さらに学校教育の質という問題意識が付け加わってよい。

 5)　文部省の手引 (1975) には、研究開発学校における評価、実施の評価として次のようなものがあげられて

いる。１．児童・生徒への効果として、学力（思考力）、体力、生活態度、学習態度、自主性、探求心・創造

性、行動の活発性、人間関係（児童・生徒間、児童・生徒と教師間）、学校生活や学習についての楽しみ、満

足感、学習上の負担としている。なお、具体的資料としては、１．各種テスト等の結果、２．質問紙・アンケー

トによる調査、３．児童生徒の作文、４．指導の記録、５．教師の意見や印象、６．研究担当者の印象、７．

父母の意見  をリストしている。また、「期待した成果が挙がらなかった事例や予期せぬ副次的影響等があっ

た場合に、これは研究開発にとって非常に重要な情報となるので、その内容や理由等についても具体的に明

らかにすること」とある。このような考えに立って、文部科学省では、学校教育法施行規則第２６条の２等

に基づき、現行の基準によらない教育課程の編成・実施を認める研究開発学校制度を設けている。

 6)　小学校及び中学校における教育の連携を深める教育課程の研究開発　１．小学校において、児童の学習実

態に対応して基礎的な学力の一層の定着を図る教育課程の研究開発を行う。当時は、教育課程の基準改善の

ための教育研究開発としていた。

 7)　動橋小学校『学校経営要覧』（昭和 57、58 年度）、動橋小学校『学校経営計画』（昭和 59 年度）の他に、

昭和 57 年度『生き生きとした動橋っ子を育てるための教育課程の研究開発』（教育研究計画）、『生き生きし

た動橋っ子を育てるための教育課程の研究開発』（報告書）、『教育課程研究開発実践記録資料編』、『生活科・

環境科年間計画』；昭和 58 年度『生き生きとした動橋っ子を育てるための教育課程の研究開発』（報告書）、

昭和 59 年度『生き生きとして取り組む動橋っ子の育成－基礎基本と総合に立つ教育課程の研究開発』、『生活

環境科・地域環境科年間計画』；昭和 63 年度『生き生きとして取り組む動橋っ子の育成－地域に学ぶ総合的

な学習の研究』（総合的学習研究発表会要項）、『総合的学習指導計画表』等を参照。 

 8)　このような取り組みは、当時の小学校中心のオープンスクールなどで、同様な取り組みが行われた。詳し

くは、Kato (1984) を参照。

 9)　当時、メルクマールとして、標準化したものを採用し、数社あるうちの中の１つを用いた。

10) 当時、委嘱研究への経費は、国から学校への年額７０～８０万程度で、評価については、予算化されてい

なかった。

11) 抽出生徒が高校生になった原因の一つは、時期をずらしたという筆者の怠慢である。もう１つは、かなり

長期にわたる縦断的な実績を積み上げるためである。当時運営指導委員会のメンバーに上級学校の中学校長

が入っていたにもかかわらず、最後まで協力を得ることはなかった。先行研究がなかったためにカリキュラ

ム評価の枠組みを提案できなかったという深い反省がある。が、息の長い、地味なまた骨が折れるものであ

るが、地域でこそできる研究であろう。       

12)　日本における自己概念 (Mahler 1976), 西洋でなく東洋から見た自己（Page et al 1991）なども指摘さ
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れている。ベネディクトや鈴木大拙に見る恩という思想 (Sato 1958)、相互依存、相互関係としてのやり取

りや互恵主義的 (Reciprocity)、なおかつ、非相称の、非対称的・不釣り合いな (asymmetric) 原理である恩

(Lebra 1969)、「間人」という論 (Hamaguchi 1985) 、甘え (Doi 1985) 、さらに感情という社会構成主義の

中での甘えの重要性（Morsbach et al 1986）など文化的な背景がある。

13) 自己評価や自尊心、自尊感情と訳される self-esteem については、1995 年英国で開催された関連する国際

会議で、日本の子どもは低いと、報告されていた。日本の子どもは、自己スキーマを否定的に捉える傾向が

ある (Hymes et al 1991)。   

14) http://www.pisa.oecd.org/(2005 年 1 月 11 日検索 )

15) Project Learning Tree (PLT) では、多様性などの概念をもとに展開している。http://www.plt.org/ 

(2005 年 1 月 11 日検索 )。日本では、国際理解教育センター (ERIC: International Education Resource & 

Innovation Center) が翻訳をしている。http://www.try-net.or.jp/~eric-net/(2005 年 1月 11 日検索 )。英

国での活発な機関に類似するものとしては、日本では、開発教育協会 (Development Education association 

and resource Center) など NPO 法人がある http://www.dear.or.jp/(2005 年 1 月 11 日検索 )。

16) 日本では、戦後の新教育で、例えば神奈川県福沢小では、学年を追っての活動の基準（系列）が追求され

ていた。   

17) 英国では BERA 英国教育学会の特設委員会では、学習のためのアセスメント、形成的なアセスメントを課題

視している。すなわち、学習改善のために、（１）児童生徒は、目指されている目標と関わる規準 (criteria)

とともに、基準（採点指標である「めやす」、一定の目標としての目途）(standards) を理解する必要がある、（２）

自身の実際あるいは現在の達成事項（performance）を見極めることができ上記基準と比較できるようにする

べきである、（３）そのギャップを埋めるべく実際に行為として従事できるようにするべきである、という３

つの棄てがたい条件があるという。

18) 知ることを学ぶ、為すことを学ぶ、他者と共に生きることを学ぶ、人間として生きることを学ぶ、の４つ

の柱からなる。『学習：秘められた宝』として邦訳されている。

19) ユネスコの I．バイロン (Isabel Byron) によれば、アセスメントは、１）学ばれる知識の正確さ、２）学

んだことを応用する生徒の能力、３）学んだことをコミュニケートし、自らの学習に反映する能力、４）学

習プログラムの間に知識、技能、価値や態度の水準で、変化が起こったのかどうか、どういったタイプの変

化なのか、を確認することに焦点化される。広い範囲の技法が用いられ、それぞれ利点・不利点を持ち合わ

せる。これらは、以下のものを含む、観察、インタビュー、クローズドエンドまたはオープンエンドの書く

ことによる宿題、評定尺度、ジャーナル、ポートフォーリオ、プロジェクトワーク、ロールプレイ、実践的

な例示、口頭でのプレゼン、アート上の創作物（詩歌、短作文、ドラマ、歌、絵画）、ビデオの分析、事例

研究、静止画など。いろいろなアプローチを用いることは、児童生徒の異なった学習スタイルに奉仕し、そ

の経験をより刺激的なものにするであろう。共に生きる学習の領域におけるアセスメントの目的は、児童生

徒を学問的に測定するべきでなく、かつ競争的であるべきでない。それは、基本的に児童生徒が行動変化に

従事するよう、奨励と動機づけの形式として、行為するべきであろうという。http://www.ibe.unesco.org/

International/Databanks/Related/relaassess.htm(2005 年 1 月 11 日検索 )。

20) パリのユネスコ IBE からは、アジア太平洋地域からのよい実践事例が少ないため、提供する旨の要望が寄

せられている。

21) 例えば、国連アジア太平洋経済社会委員会 (UNESCAP) には、環境や持続可能な開発、人口の高齢化・低出生

率などグローバルな社会問題の統計データを収めている。http://www.unescap.org(2005 年 1 月 11 日検索 ) 。

22) http://www.dea.org.uk　(2005 年 1 月 11 日検索 )。 アジア的価値観をもったメッセージの発信が歓迎され

ている（Ikeda 2005）。

23) http://www.ebs.co.kr/(2005 年 1 月 11 日検索 )。中国の大学を含んで 3地点でコンテンツ開発を進めてい

る様子を、大阪大学の前迫孝憲教授から示唆いただき、サイトから事実確認を得た。韓国では、KEDI の他に、
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韓国教育課程評価院 KICE を持っている。http://www.kice.re.kr/english/eindex.htm (2005 年 1 月 11 日検

索 )。他方、中国では、日本の NIER と同系列の中央教育科学研究所 CNIER は、附属学校を持ち、教育科学出

版社を持ち、師範大学と緩やかなリンクを持っている。http://www.cnier.ac.cn/ (2005 年 1 月 11 日検索 )。

24)  http://www.invitationaleducation.net/ie/ie.htm(2005 年 1 月 11 日検索 )　東アジアからの論を取り入

れる試みがある (Ryback 1993)。そもそも欧米とアジアとでは、感情のカテゴリーも異なるという研究知見

に基づく指摘もある (Fischer 1998)。ここから、日本のカリキュラム開発をスタートすべきだというのが、

筆者の今後の展望である。
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学校評価をめぐる組織統制論と組織開発論の展開と相克
－日本における学校評価の取組実態をもとにして－

A Review on Theory and Practice of the School Evaluation in Japan : 

Focusing on the Conflict of Organizational Control and Organizational Development

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木岡一明 *　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 KIOKA Kazuaki 

１．本稿の意図と課題

　今日の教育改革は、規制緩和と地方分権を基軸として学校の自主性・自律性の確立を焦点に進め

られている。この間、長く制定が見送られてきた小学校や中学校の設置基準も定められ、学校の自

己点検・自己評価が学校の努力義務として課せられてもいる。これによって、各地では学校評価の

手引書や事例集なども作成され、それをもとにした研修も実施され、学校評価の取組が進んできて

いる（1）。こうした動きは、学校経営のあり方を組み替える大きなインパクトになりうる。それだけに、

学校の組織実態に踏み込んで、いかなる評価システムを構想するかは重要な課題である。

　その際、二つの視点を考えうる。一つは、政府機関や学校に NPM（New Public Management）の導

入を日本に先駆けて取り入れたイングランドのように、外部評価機関を設けて統制機構を整備する

という視点である（2）。もう一つは、近年のニュージーランドが採用しつつある、自己組織性に着目

して組織開発を促進するという視点である（3）。こうした二つの視点は、今日の日本でも、学校外部

評価の実施と、学校自己評価の展開というかたちで具体化されてきている。

　ただし、この二つの視点は、これまでの学校評価の歴史に照らしてみると決して新しいものでは

なく、学校評価への取組を促す視点として繰り返し説かれてきた。それによって、日本でも、過去

において学校評価が計画的に取り組まれてきたケースがある。ただ、それが一時期のブームに終わっ

たり、継続はしているもののほとんど機能しないで形骸化してきたりした経緯がある（4）。

　その根底には、評価システムが組み込まれた組織として学校を律しようとする組織統制と、組織

の自律的な機能である評価を組織自らの手で生み出させようとする組織開発の相克が刻まれている。

前者は、組織の内実にまで踏み込めないで学校評価の形式のみを示したにとどまり、後者は、制度

依存したままいつまでも組織に成っていかない現実を乗り越えられなかったのである。この両者の

抱えてきた問題は、相互に規定し合い、学校評価の形骸化を助長してきた。こうした点からすると、

今日の学校評価への関心の高まりもこれまでの経過と同じ轍を歩む危険性も秘めている。

　そこで、本稿では、日本における学校評価の諸論の歴史を振り返り、この両者の視点がいかなる

関わりをもって展開されてきたのかの系譜を明らかにした上で、その二つの視点を整合させていく

には何が必要かの観点から、日本の学校に適合的な学校評価システムについて検討していくことを

課題とする。

２．学校評価からみた日本における組織統制論と組織開発論の萌芽

（１）視学制度の創設と学校認定

【特　集】 国立教育政策研究所紀要　第 134 集
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　日本の視学制度は、1972（明治５）年の「学制」が督学局構想を描いた時に始まる。この督学局

構想はやがて改廃されたが、1885（明治 18) 年に文部省に視学部が設置（翌年、視学官配置）されて、

中央視学制度の基盤が固められた（以後、名称は変遷）。一方、地方でも明治初期にすでに巡回訓導

や督業訓導を置いて学校視察を行わせるところがあり、これを基礎に、地方の視学制度が次第に整

えられていった（5）。こうした視学制度は、「諸学校ヲ督シ及教則ノ得失生徒ノ進否等ヲ検査シ論議改

正スルコトアルヘシ」（「学制」第 15 章）とされていたように、組織統制的な観点からの学校評価シ

ステムであったといえる。

　さて、中央視学制度は「文部省視学官及文部省視学委員職務規程」が定められた（1908 年）ことによっ

て、基本的な内容が整備された。その翌年には、『全国優良小学校実況』（東京金港堂）を初め、『全

国優良小学校施設状況』（実文館）、『優良小学校施設状況（第一篇）』（文部省普通学務局）、『優良小

学校之実際』（教育実験界編纂部）などの一連の「優良小学校」関係の書物が発刊されている。これ

らは、文部省が定めた「小学校教育効績状規程」に基づき「優良」と認定された学校を紹介するも

のであった（6）。

　これら一連の書物には、視学制度と連動した組織統制であるだけでなく、たとえば『全国優良小

学校実況』の「まえがき」において「互いに協同一致して其の方針・秩序・約束を確守し、以て有

機的関係を保たざるべからず・・( 中略 )・・今回の學校表彰は、教員をして協同一致事に當るの

美風を作興する」と述べられ、また「學校に於ける教授訓育改善」を促す目的があるとされている

ように、同時に、基準に合致した改善の触発という、いわば組織開発に視点を置いた学校評価の発

想を見出すことができるのである。

　またそれらの官製文献と相前後して、『文部省選奨優良小学校』（今井弥市）、『模範小学校（新令

適用）』『模範の小学教師』（狩野有景）、『模範的小学校経営の実際』（山松鶴吉）などの民間啓蒙書

が盛んに刊行されており、識者による組織開発論的な観点も拡がりを見せていた。

（２）科学的研究法としての学校調査そして学校測定

　大正から昭和の初めには、アメリカでの教育測定運動の影響を受けて、「科学としての教育（学）」

が目指され実践が展開された（7）。それにともなって、「科学」的な教育研究が学校を場として進めら

れた。その研究動向のうちでも「学校調査」については、岡部弥太郎ら（1938）によって詳細に分

析されている。その岡部らが「如何なる目的を以て、何を、如何に調査し而して如何なる改革をな

すかが一聨の過程として考へられる所に調査の真の意味がある」と述べているように（8）、学校調査

には、国レベルの教育政策・行政における評価－改善プロセスが組み込まれていた。

　一方、こうした調査（評価）から改善へという考え方は、個々の児童への指導資料としての学籍

簿の様式にも反映していた。学籍簿は 1879（明治 14) 年制定の「学事表簿様式制定ノ事」（文部省

通達８号）に始まり、様式の全国的統一は 1898（明治 33）年に定められた小学校令施行規則による。

ただし、この時の学籍簿は児童に関する形式的な記録が中心で戸籍簿的な性格が強かった。そこで、

1938（昭和 13）年の学籍簿改訂で児童の性行、身体の状況、家庭・環境、志望に関する欄などが新

設され、指導の参考資料という性格が強化されたのである（9）。

　さらに、個々の学校経営におけるマネジメント・サイクルについての考え方をも変えていった。

龍山義亮（1936）は、科学的管理法の影響を受けて従来の法規中心の学校統制論的な発想から脱し、

「學校設備や學級編制の状況を初めとして兒童生徒の素質と努力の結果、更に教師の素質、努力、學

校經營の適否等を調査することによって其の學校經營全般の價値を定むることが出來るのであって、
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かかる調査測定を經て初めて其の學校經營案の價値を見定めることが出來、更に将來如何に之を改

善すべきかの方案を案出することが出來る」と説き、「かかる意味に於て學校經營上には此の學校調

査又は學校測定といふことが缺くべからざる重要事項として其の方法をよく研究し、科學的に合理

的に之をなすことが寛容である」と示唆したのである（10）。

（３）戦前の特質と戦後での継承

　このように明治後期の日本においても、統制機構である視学制度と連動しつつも、「認定」という

手続きによる学校組織開発の指向が見られた。そうした組織開発指向を促進したのは、アメリカの

影響を受けた教育科学運動であった。しかし、当時の理解は浅く、そのため、実際に進められた学

校調査は、岡部ら (1938) の指摘にあるように、「明確なる目的を以て調査されたものが極めて少いし、

其の為方法においても亦具体性を缺いてゐる」（11）ところに問題を孕んでいた。

　そして戦後、アメリカ的な考え方であることが一層科学的・民主的であるとのムードの中で、教

育評価研究が始められ‘evaluation’の訳語「評価」が普及した（12）。そのため「評価」に際しては、

目的を明確にし方法において主観性をできるだけ排除することや相対評価法が説かれた。また、指

導的機能が一層、強調され、学籍簿は小・中・高とも「指導要録」と改称されて、記載内容や様式

への国の法的統制はなくなった（初中局長通達；1949・9 ・22）。つまり、法による統制機能よりも

教育科学運動が追究していた、科学的で客観的な根拠による統制機能が重視されることになったの

である。学校評価も‘school evaluation’の訳語として、そうした「評価」の一種であった。

３．戦後日本創生期における学校評価の展開

（１）学校評価への着目

　このような状況を背景にして、向山嘉章（1948）は、戦後いち早く学校評価の必要性に気づき、

ＣＩＥの「学校視察要項」を参考に「学校経営反省票」を試案としてまとめ、これをもとに「各校

で研究討議の上、職員の総意で学校調査票が出来て、学校の自己診断が行われるようになったら、

それこそ民主的の素晴らしい試みである」と、学校の自主的・協働的な取り組みを促した（13）。ここに、

再びアメリカの影響を受け龍山の系譜を引いた組織開発論的な発想による学校評価論の創出を認め

ることができる。この向山の考え方は、当時、盛んに刊行された文部省著作による学校管理論に反

映されていった（14）。

　他方、戦後日本の教育委員会制度確立を企図して始められたＩＦＥＬ（教育長等指導講習会、後

に教育指導者講習会）では、ＣＩＥ係官を通じて持ち込まれたアメリカの文献を基礎資料として、

日本の学校評価を開発する試みが展開していった。その端緒を切った第４回（東北地区）農業班（1950）

は、教育状況を嵐に学校を小舟に譬え、学校評価が羅針盤であり「学校教育の実態を徹底的に究明し、

その改善への指標をつか」む「最善の方法」として位置づけた（15）。つまり、教育評価一般の科学的・

客観的な指向を重視する考え方に立って、学校評価を日本に導入しようとしたのである。この学校

評価観が、当時の学校での気運と適合し大きな反響を呼び起こした（16）。

　この反響をみて、文部省は、1951（昭和 26）年に、日本において初めて「学校評価」を書名に冠

した総合的な手引書（『中学校・高等学校  学校評価の基準と手引（試案）』実教出版、以下「文部

省試案」と略）を刊行した。その手引書では、相対評価法を採り第三者機関による他者評価法を積

極的に支持していた（17）。戦前に「教師の成績評定」（『教育科学』第 11 冊　1932 年　岩波書店）を
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著した宗像誠也（1954）も、その文部省試案を「教育の事実を構成する諸要因に対する、科学的研

究調査」の一つに数えた（18）。

　すなわち、客観性を拠り所に緻密に事実を分析しようとする学校評価は、当時、一種の教育研究

法として受け止められていたのである。そのため旧教育委員会法では、都道府県の教育委員会事務

局に調査・統計の部課が必置とされ（19）、次項で詳しくみるように、文部省試案でも客観的であるこ

とと教育委員会が主体となることが同じ意味であるかのごとくに示されていたのである。

　こうした発想の根底には、戦前の視学行政と結びついた学校調査を発展的に捉え返し、戦後の指

導行政における科学性・客観性を根拠とした学校統制への転換を図るという考え方を見いだすこと

ができる。しかも、これらを民主的と捉えることによって向山論の指向をも包含し、組織統制論と

組織開発論の対立が回避されていたのである。

（２）文部省試案における組織統制論と組織開発論

　①基本的な考え方

　文部省試案では、学校評価について二つの考え方を併記して、そのあり方を説いていた。ひとつは、

「自己評価を本体とする」という考え方であり、他の一つは、「外部の人達によって構成された訪問

委員会」が評価するという考え方である。

　前者については、「学校評価は、学校が自ら、あるいは外部の援助を得て、自校を改善するための

活動」と説かれ、「学校の成績を点数や評語で表現することにより学校の格付けを行い、または、校

長や教師の勤務成績を評定して、監督上の資料とするためのものではない」とした上で、「この趣旨

によって、学校評価はまず学校自体による自己評価を本体とすべきものである」としていた（20）。そ

して、自己評価において「学校が校長以下全教職員一体となり、自校の実態をあらゆる部面にわたっ

て望ましい目標と対比して把握する、その過程において改善と建設への意欲が振起される。この過

程が何よりも尊いものであり、ここに学校評価のねらいがある。」との考え方を提起していた（21）。

つまり、組織開発論的視点を強調していたのである。

　他方、後者については、学校の自己評価に対して「いっそう広い見地に立ち、いっそう豊富な経

験に基づき、できるだけ客観的な評価を可能ならしめるため」として意義づけ、学校に「改善のた

めの示唆を与える」ものと位置づけていた。つまり、この当時の教育評価一般にみられる客観性重

視の観点に立って、外部からの統制を根拠づけていたのである。そのため、学校の自己評価につい

ては、「独善におちいりやすく、評価の根本要請である客観性を欠くおそれが少なくない」との見方

を示していた（22）。

　では、この二つの学校評価をいかに関係づけていたのか。その関係を表現した言葉が、ＩＦＥＬ

第４回（東北地区）農業班が書名に用いた「協同評価」であった。したがって、その訪問委員会は「学

校の自己評価を援助する協力者」であり「学校を被告とする検察官」ではない、との見方を示しつ

つ、訪問委員会による学校評価を「協同評価」とよび、「本書によって示される学校評価は、『協同

評価に支えられた自己評価』を本体とする」と、上の「学校自体による自己評価を本体とすべきもの」

を言い換えていた（23）。つまり、協同的な学校組織開発に重点が置かれたのである。

　②評価方法上の留意点

　したがって、また「評価の要領」としてまとめられた評価方法上の五つの留意点は、総じて個々

の学校の個別性に配慮した内容になっていた（24）。
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　とりわけ、まず「（１）機動性のある適用」では、「学校には、所在する地方の特殊性があり、学

校独自の教育方針があり、そのほか背景も環境もすべて異なる」として、「基準をすべて一様におし

つけるのではなく、学校に応じて基準を生かして使っていく」ことを示し、次に「（２）総合的見地

に立つ評価」では、「学校の実情を無視して個々の目標を同じように強調するならば、学校は重点を

指向するところを乱され、学校評価が学校を援助するよりは、妨害する結果にもなり兼ねない」と

して、「学校のおかれた条件と背景とを十分に理解し、その学校の立場に立って観察し、あわせてそ

の学校の新たに力を注ぐべき場面にも注意する態度」を求めていた。こうした諸注意は、まさに学

校の内発的な組織開発を求めるものと捉えることができる。

　他方、「（３）客観性への努力」では、評価資料となる説明や根拠の妥当性を確保する観点から証

拠第一主義を掲げ、「（４）熟練した判断」では、評価者について、「有能な教育者で、教育上の経験

も広く、できれば学校評価の経験をもつ者」を求め、「客観的な証拠の上に熟練した判断が加えられ

てこそ、正しい学校評価が行われる」と示唆している。さらに「（５）なごやかで建設的なふん囲気」

では、「アラ探し」ではなく「その学校の教育を、よくするためにという一点に両者の気持ちが結集

して、信頼と友愛にみちた建設的な態度」も求めていた。これらの諸注意は、訪問委員会という学

校の外からの統制機構に対して、学校組織開発を支援できるよう、判断の客観性のみならず、教育

とその評価についての専門性と、学校改善過程における協働性をも期待するものといえる。

　文部省試案では、以上の諸注意に加え、教育委員会に対しては、「学校評価については、学校の自

己評価を奨励し、訪問委員会の構成を援助し、また自ら訪問委員会を構成するなど、おそらくすべ

て教育委員会が主体となる」とした上で、「学校評価の趣旨からいって、管理監督の責任をもつ部課

よりも、指導関係の部課が中心になるべきである」と提起しつつ、所在する大学の協力を得て学校

評価の研究開発を進めることを「最も望ましい」との考えを示していた（25）。つまり、ここでも組織

統制よりも学校の組織開発に重点をおいた示唆を提起していたのである。

　③その意味と意義

　以上の点から文部省試案が意味するものは、占領政策の一貫として「ＩＦＥＬ」において積極

的に紹介され研究された、アメリカの学校管理書に基づく理論に影響を受けた、という導入の契

機だけでない。行政主導・教育委員会中心である点において、戦前の視学制度に準拠しているも

のの、学校の内発的な組織開発を重視しつつ教育委員会を主体とする地域教育経営を構想してい

る、といった導入の背景を見出すことができる。

　ただ同時に学校評価が孕んでいたのは、学校認定的な意味であった。文部省が行った学校評価に

ついての啓蒙は、主に中等教育の手引書においてなされていた（26）。しかも文部省試案においても、

その序文に「中学校・高等学校がその機能を満足に果たすためには、各学校はどのような基準に合

うべきものであるかを明らかにする」ことを目的に作成されたことが示されている（27）。

　こうした点、さらに制度的には一連の戦後教育改革が収束し内容面が問われ始める、しかも改訂

学習指導要領が発表された 1951( 昭和 26 年 ) という発表の時期からして、戦後教育改革によって

もたらされた新制度の実施状況を点検する、その中でも財政事情から悪条件に置かれていた「新

しい」中学校・高等学校のあり方を点検し、財政事情好転の萌しもあって公教育として全体の足

並を揃える、といった導入の意図をも見出すことができる。すなわち、戦前において小学校の整備

が認定制度的な発想で進められようとしたように、戦後の学制改革を背景に、学校評価を通じて新

制中学校・高等学校の整備すなわち組織統制が図られようとしたのである。
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（３）文部省試案の影響

　①「学校の自己評価」原則の拡がり

　文部省は、文部省試案作成の前後、中等教育研究集会で「学校評価」問題を掲げるなど、学校評

価奨励策を積極的に展開した。したがってまた、この文部省試案の影響を受けて、東京・埼玉・栃

木・茨城・千葉・長野・静岡・愛知・京都・兵庫・福岡・長崎・鹿児島・大津・神戸などの各地方・

学校で学校評価基準が作成された（28）。日本で初の学校評価ブームが巻き起こったのである。

　しかし、そのようにして作成された学校評価基準は、構成・評価項目の設定内容では文部省試案

と大同小異であり、地域や学校の特性がほとんど反映されていなかった。異なっていたのは、訪問

委員会などの外部機関による評価を除外し、学校の自己改善をより強調していた点である。

　たとえば、いちはやく「学校の自己評価」原則を表明した東京都教育委員会編『小学校・中学校・

高等学校　学校評価の基準（試案）』（1953 年）では、「一々の着眼点について、その実態を把握でき

れば事足りるのであって、その結果を集計したりして他校と比較するためのものではない。」と述べ

られ、評点法としても大雑把な指標しか示唆されていなかった（29）。文部省試案では、相対評価法が

採用され、他校との相互比較が容易なように領域毎に各評点を累積して全体のプロフィールを描く

累加的集計法が示唆されていたのであるが、東京都教育委員会は、その点を批判し、個々の学校そ

れぞれの改善に焦点化する絶対評価法を示唆したのである。

　また、この東京都の案が示した、学校の努力目標・改善点を示唆する項目を関連するものどうし

ひとまとまりにして評価領域とし、項目毎に実態を調査して評価するという様式は、以後の学校評

価論においても、教育目標を具体化してその達成度をみるというかたちで踏襲されていった。つまり、

個々の学校の組織開発の視点から学校評価が展開していくことになった。そして、こうした考え方

の拡がりとともに、全国的には学校評価そのものにおける学校認定的な視点や組織統制の発想は後

退していった。それだけに、学校評価の実施は、各学校の組織開発指向の程度に左右されることになっ

ていった。そのため、学校がそれまでの取組を変化させざるをえない学習指導要領の改訂とともに

ブームを繰り返すことになったのである（30）。

　②基準行政の緻密化

　このような各地の状況を背景にして、文部省試案が有していた学校認定的な観点と指向は、やが

て 1950 年代後半における基準行政の展開へと発展する。組織開発が遅々として進まない学校の内在

的な統制機能よりも、外からの統制に重点化されることになったといえる（31）。

　周知のように、学校教育法（1947 年制定）では「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、

監督庁の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない」(3 条）

と定められ、この場合の監督庁は「当分の間、これを文部大臣とする」(106 条）と規定された。しかし、

新制学校発足当時に設置基準が法的に定められていたのは、高等学校設置基準（1948 年）のみであっ

た。

　それに対して、昭和 30（1955）年には文部省高等教育局に視学委員が置かれ、さらに翌年 10 月、

大学設置基準が文部省令第 28 号として制定され、大学基準は大学基準協会の内規へと性格が改めら

れたのである。同年 12 月には、幼稚園設置基準も文部省令で定められた。さらに『高等学校学習指

導要領一般編』（1955 年）を皮きりに『幼稚園教育要領』（1956 年）、『小・中学校学習指導要領道徳

編』（1958 年）、『小・中学校学習指導要領』（同年）が「試案」ではなく法的拘束力を有する教育課

程基準として示されることになった。加えて公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準
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に関する法律（同年）や義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令（同年）も定められ、初等中等教

育に対する基準化も大きく進行することになった。教員養成についても重要な変更がなされた。大

学設置審議会は、教員養成の課程を１学科と同等に見なし、それを設置審査の対象とすることにした。

そのため 1953 年の免許法の一部改正によって、教職課程を審査認定することが法定されたのである。

こうした一連の基準制定は、文部省試案において準備された評価基準とその作成上の観点が発展し

たものとして捉え直すことができる。

　以上の点からすると、文部省試案の意義は、設置認可の仕組みを生み出す準備機能を有していた

点に見いだすことができる。しかし、それだけに公教育経営において地域の特殊性よりも日本全体

の調和と発展に重点化されていく 1950 年代後半以降は、地域教育経営の発想が後退し、学校評価に

おいても組織開発よりも組織統制論的な観点が前面に位置づくことにもなったと捉えられる。ただ

しまだこの当時、学校管理規則に学校評価を位置づける動きはなかった。

　そのような状況のもとでの学校評価は、多くの地方では、上述したように、学習指導要領の改訂

のたびに繰り返す一過性のブームに終始するものであった。それは、学校が組織統制優位のもとで

制度依存し組織開発への指向を弱化させていたことを意味する。ところがそうした全体的な趨勢の

なか、地方によっては、以下でみるように各学校の組織開発を通じて地域教育経営を確立しようと

する試みが潰えたわけではなかった。

４．地域教育経営としての学校評価研究開発の試み

（１）大津市における学校評価の展開

　①学校研究の一環としての学校評価

　大津市では、1950年代から市立教育研究所が中心となって、学校研究の一環としての「学校評価」(当

初から一貫して「学校経営評価」と規定 ) が取り組まれてきた（32）。ねらいは、合理的な根拠に立

つ発展性のある教育計画の充実、全職員の協カ体制による学校経営の実践、そして協同評価に

支えられた自己評価の実施であった（資料１）。

　そうした学校評価の始まりは、研究所設立の趣旨に基づくものであった。この大津市立教育研究

所では、「学間的アカデミツクな立場をとらず、あくまで教育現場の問題にとりく」み、しかも「研

究問題は、つねに意識的実験性を帯び、その方法は科学的であること」を求め、「研究方向は、運営

機構による求心的な研究集会をもちながら、遠心的に各園・学校の教育現場における助言にまで進

展する」ものとして、「協同と分業の意味を研究に生かし、各園・学校の経営の充実に資する」、「現

職教員の研修組織としてサービス・センターの使命を果たすために、同好会的研究組織及び教職員

組合文教部と相携えて、全市一元的な研修の実をあげる」、を目標とした（資料８）。

　この趣旨のもとで大津市では教育研究所を場として共同研究を推進し、「教育計画の充実に資する

実証的研究」（昭和 26 － 29 年度）に取り組み、その過程で学校経営評価を実施しつつ、さらに「大

津市学校教育目標の設定（教育日標に関する調査研究）」（昭和 29 年度）へと進んだ。続けて教科ご

とに教育課程編成委員会を設置して大津市学校教育目標をふまえた各教科の教育課程編成基準を開

発していった（昭和 29-31 年度）。そして、昭和 31 年度には、教育評価委員会を設置して、学校経

営評価と指導要録の研究を取り上げたのである。（以上、資料１）

　こうして作成された当時の学校経営評価票は、文部省試案などとは異なり、教育目標を評価対象

にし、また評価方法においても訪問委員会方式を採らず学校の自己評価であり、市内全校の代表か
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らなる評価委員会が市全体の結果を集約し分析・研究するという意味で「協同」的であった。つまり、

地域教育経営の確立を展望しながら、そのための手段として学校評価を位置づけ、学校組織開発と

地域教育開発を同時に進めようとする試みの展開であった。

　②評価票の改訂と評価結果の取扱い

　その後、評価委員会の組織を全校代表体制から特別委員制度に変え、市教育目標や学習指導要領

の改訂に応じて六度の大改訂を経ていった。（以下、各年次報告書参照）

　この間、「教科指導評価」の実施、品等法の廃止、教職員の「個人としての評価」票の作成・分析

（昭和 53 年度作成）、学校経営評価基準（狭義）の作成、「中間評価」の導入と分析、「地域」別分析、

評価方法の改善のためのアンケート調査の実施（昭和 53 年度、昭和 63 年度）、二学期未に評価実施

し回収した上で三学期３月初旬に報告害配布（平成２年度～平成 10 年度）、パソコン・ソフトによ

る集計表の添付（平成９年度～平成 10 年度）という試みを重ねてきた。

　また、教育行政との連動性にも配慮されており、年次報告書には「教育委員会への希望」や「要望」

の欄（自由記述）が設けられたり、「教育委員会としては、この評価結果を、教育行政上の具体的な

着眼点や改善の方策を適確に立てる有力な資料として活用」、「教育行政上の有力な資料として、教

育委員会がこの資料を活用」との記述、あるいは「この学校経営評価結果報告書は、昭和 32 年度学

校訪間に関する報告書とあわせて活用されるならばいっそう効果的であろう」との記述がみられる。

ただし、その後、市教育委員会届出文書である『学校経営管理計画』に「学校経営管理上の懸案要

望事項」の欄が設けられて以降、そうした記述はみえなくなる。

　各市立学校から集められた評価結果は、上述したように市立教育研究所内に設けられた評価委員

会が集計し、その結果に基づいて、学校ごとではなく、市全体としての共通性と問題点に視点を定

めて分析と考察をまとめ、その成果を年次報告書（現在確認できている最古のものは、昭和30年度版。）

のかたちで発行し各市立学校に配布してきた。

　しかし、昭和 55 年度版～ 58 年度版は分析に趣向を凝らしたために一年遅れの集計・分折であった。

また昭和 52 － 53 年度は市教育目標が改訂中のため、昭和 59 － 60 年度は市全域の集計に対する批

判が強く、いずれも報告書はまとめられていない。批判の余波が残った昭和 61 年度も、幼稚園のみ

の集計・分析となっている。そして、平成９年度には予算削減の煽りを受けて評価委員会が組織さ

れず、集計のみの報告書となり、ついに半世紀近い試みも平成 10 年度で終わってしまった。

　③大津市における試みの意義

　以上のように、大津市における試みは、市立学校の全教職員が、学校評価を通じて学校研究を深め、

それによって個々の学校経営改善を進める一方、市内各学校間の協同性を高めることを目指したも

のであった。その試みに費やされたエネルギーは大きい。それだけの期待が、学校評価に寄せられ

ていたと捉えられる。

　しかし、報告書の記述を経年的に見ていくと、昭和 62 年度版以降、各領域項目に与えられた評点も、

その「考察」部分も、ほとんど変化がなく、結局、真ん中の評点に集まるという中心化傾向を示し

ている。つまり、ほどほどの評価と定型的な言い回しに終始してきていたのである。

　それでもなお長きにわたって存続してきたのは、市の統一的な学校評価に重要性や有効性を見い

だしてきたからである。では、どこに重要性や有効性が認められうるのであろうか。それは、筆者

が集中的に大津市調査を行っていた 1980 年代当時、学校評価を実施していない学校が他府県にはあ
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る、という話を聞いて驚く人も少なくなかったことにも示されているように、「学校を評価すること」

に対する一般教職員の抵抗感の払拭にあった。そして、教職員の総意に基づく学校組織開発を実現

しようとの指向を学校に根づかせることになった。この点こそが、日本の全国的動向に比して特筆

される大津市の成果であった。

　すなわち、学校評価に対する抵抗感がないことを基盤にして、市内のいずれの学校でも、各学期

末評価や年度末評価において自由記述を主体としたものを実施し、その結果から、学校改善の方向

や方策を見いだす努力を重ねてきた。つまり、市立教育研究所において集約される市内全域の学校

評価結果がある種の外部評価としての機能を発揮し、それが各学校の校内研究と連動した組織開発

を促す効果をあげてきたのである。この好例に、大津市立真野北小学校の実践があげられる。

（２）大津市立真野北小学校の試み

　大津市立真野北小学校（当時、前山亨校長）では、平成８年度から従来の校内研究の方式（学年

部を母体）を、「研究主題のもとに教師一人一人が進めたい研究の切り口を考え、考えのよく似たも

の同士で課題別のグループを構成し、部会ごとに取り組む方法」に改めた。そこには「教師自身が

自らの姿勢を変えることから学校教育を変えていく」との思いがあった、という。そもそも前山校

長は、自身が研修によって育ってきたとの認識を強く抱いていた。それも「やらされる研修」ではなく、

自ら探究していく研究が思考力、判断力、そして何よりも主体的な実践意欲が喚起されるとの実感

を有していた。

　その結果、「授業によせる教師の個々の思いを出しやすく」し、「じっくり考え積極的に意見交流

し合い」、他のグループとも「自然な形で交流を始め」、「いつもの年より他の先生の授業をたくさん

見られて勉強になった」（「平成８年度　２学期　学校経営評価（集約）」）との感想も示された。そ

して平成９年度の『研究紀要』（真野北の教育　第８集）では、「今年度の研究を通して、取り組む

切り口が違っていても、めざす目標は同じだと考え、所属部会以外の部会研究にも意識が向き始め

ている。」とされ、「研究成果を他教科や領域、さらに学校教育全体に広げたい」との抱負が示され

るようになっていった。

　その校内研究過程を追ってみると、「任された」ことによる研修意欲の増進、自己の教育実践への

注目、そして授業評価への展開という一連の動きが読み取れる。さらに特筆すべきは、組織変容を

促進している教員の存在である。この教員が、種々の意味で校内研究の推進役を担ってきた。彼は、

校内研究部会では「コミュニケーション」グループに属し、その年度末のまとめ（平成９年度『研

究紀要（真野北の教育　第８集）』）で、「教育活動全般を司っている私たち自身の『受け身的』な、『波

風をたてない』、『従来型踏襲主義』を改める必要」を提起し、「ちょっとだけ軌道修正」することの

大切さを語り、日常に潜む「常識」に対して「気軽な気持ちで発想の転換を試みる余裕とゆとりを

生み出すために全精力をつぎ込みたい」と述べている。

　こうした教員の姿勢が他の教職員にも影響を及ぼし、個人としての職能発達だけでなく学校とし

ても組織開発が促進されていったのである。

（３）大津市における組織統制と組織開発

　大津市の試みは、学校間で協同して学校評価を実施するという点で、文部省試案の系譜を引きな

がらの科学性ということもさることながら、より特徴的には同業性による組織統制を指向していた

と捉えられる。また、市の教育目標をもとに評価票を作成する経緯に表れているように、目標によ
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る管理の指向も有していた。

　しかし、その試みが頓挫していったことからすると、学校の組織開発に直結した機能を発揮しえ

なかったことを意味する。各学校からみると、市全体の動向とその中での位置が把握できても、そ

れによって自校の取組をいかに変えていくかの示唆を与えるものではなかったのである。

　大津市において、かねてから市立教育研究所の学校評価の進め方については、時期や評価尺度、

集約方法などの点でも批判が少なくなかった。市立教育研究所は、市内全体の集計を行う必要があ

ることから、12 月に市の統一様式による学校評価の実施・評価結果の提出を求めていた。その際の

評価尺度は５段階であったが、評価基準を示したものではなく、それぞれの評価者が個々に判断す

るものとなっていた。しかも、評価結果は市全体の傾向を学校種ごとに把握することに主眼が置か

れているために、各評点の散らばりをパーセントで集約するにとどまっていて、その散らばりを自

校の散らばりと対比したところで、すべての項目にわたって高得点をえるという目標が再確認され

るものの、それだけでは、どこをどのように改めていったらいいのかの取組の示唆が見えてこない

というのがほぼ共通した指摘であった。

　そのため学校に徒労感を与えるだけで、市全体の状況を明らかにする意義を見いださせなかった

といわねばならない。ここには、統一的な評価票様式が陥りやすい問題が示唆されている。

５．東京都品川区教育委員会の「新しい学校評価」の試み

（１）ＮＰＭの発想に立つ学校評価システムの創出

　品川区教育委員会は、2000（平成 12）年から「プラン 21」と題した教育改革プログラムを展開し

てきた。そして、その一環として、平成 14 年度から「新しい学校評価」システムの導入へと動いて

きた。その基本的な考え方は、『品川区立小・中学校　新しい学校評価の手引き』（平成 14 年４月 11

日）にまとめられている。

　そこには、冒頭、「これからの学校は、学校経営のコンセプトを保護者や地域の方々に説明し、ど

んな教育活動を行って、どのような成果を出す予定なのかを明らかにするとともに、実施後は、そ

の成果を具体的に示すなど、教育サービスの質的向上の観点から教員や学校全体の評価システムを

見直す必要があります。こうした学校評価に基づいて学校づくりを進める成果を基盤にした学校こ

そ、品川区が目指す学校の姿です。」と書かれている。まさにNPMにおいて基本原理とされる顧客主義、

成果主義、市場主義の考え方が描かれ、学校のアカウンタビリティ（結果責任、説明責任）を果た

すための学校評価という観点が如実に示されているのである。

　このような考え方に基づく「新しい学校評価」は、上述の手引きにおいて、「内部（選択される側）

評価＋外部（選択する側）評価」からなるものとして位置づけられている。そして、その目的は、

①特色ある学校づくりのより一層の推進、②学校教育の質の向上、③学校評価に基づき教育活動の

成果を基盤にした学校への転換、④学校、保護者、地域が一体となった学校づくり、⑤学校の活性化、

⑥教員の質の向上、にあるとされている。したがって、文部省試案の系譜を引くものでもある。

　ただし、文部省試案よりも踏み込んでいるのは、外部評価者の選任方法に言及している点である。

つまり、「政治的・宗教的に特定の立場にある者を除く」とした上で、外部評価者としての要件は、

①子どもの学校生活や学校の教育活動全般を多面的に評価することができる者、②地域の実態に精

通している者、③学校教育に識見を有し、学校経営を客観的に分析できる者、のいずれかと規定し、

それぞれ「ＰＴＡ関係者（役員に限らず。旧も含む）」、「地域団体関係者（町会、商店会、区行政職員、
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学校ボランティアなど）」「学識経験者（原則として大学関係者＜教授・助教授・講師＞、校長経験者；

居住地は地域に限らない。）」に区分されている。その人数は、学校ごとに上限８名で、選任に際しては、

学校の規模や実態にあわせて各校長が候補者を挙げ、教育委員会と相談の上、教育委員会が委嘱す

る仕組みである。ただし、学識経験者については、学校（実質的には校長）と相談の上、教育委員

会事務局で選出する。

　こうして選任された外部評価者は、通常の教育活動時、学校公開、学校行事などに学校を訪問し、

評価活動を行うのである。

（２）外部評価の特質

　平成 16 年度において外部評価者に実際に選任された人々の内訳をみると、１校平均 5.8 名であり、

学識経験者は 16％（58 名）、ＰＴＡ関係者が 38％（130 名）、地域関係者は 46％（164 名）である。

さらに学識経験者についてみると、大学教員が36名（内、元学校管理職４名）、国立の研究職員が10名、

区教委管轄外の元学校管理職（現大学教員を除く）が８名、その他（弁護士・クリニック院長・研

究所常任理事・元文部省専門官）が４名となっている。他方、地域関係者についてみると、町会関

係者が 53 名、民生委員等が 30 名、地域施設関係者が 24 名、同窓会関係者が８名、学校支援ボランティ

ア等その他が 49 名となっている。

　こうした外部評価者構成は、文部省試案での訪問委員の要件「有能な教育者で、教育上の経験も

広く、できれば学校評価の経験をもつ者」と比して、大きく異なるものである。教育経験よりも当

該学校との関わりが重視されている。それは、品川区の学校評価が、学校選択制と連動した試みで

あるからである。品川区の場合、自己点検や自己評価ではなく「学校の内部評価」と表現し、しかも、

「学校の内部」を「選択される側」と規定する一方、「学校の外部評価」も「選択する側による評価」

と位置づけており、この位置づけからみると顧客主義的指向が強い。

　しかし、実際には、要件の規定や選任の内訳からも伺えるように、すでにその学校を選択したＰ

ＴＡ関係者、選択時期を過ぎてもはや「選択する側」にいない地域関係者を中心して構成されている。

このような構成のあり方は、「新しい学校評価」のねらいにおいて示されていた NPM の発想よりも、

地域協働的な学校づくりへの指向に重点をおいたものと捉えることができる。

　外部評価者である学識経験者を対象にしたアンケート結果（平成 16 年度）においても、「学校と

地域の新しい関係づくり」が進んだとするものが大半（回答者 44 名中 40 名）であることや、自由

記述において「地域の外部評価者の学校に対する眼差しに変化がみられ、学校と一緒に守り育てて

いこうという姿勢になっており、地域との良好な関係づくりに発展している」や「地域との連携が

強化された」「親と教師が情報を共有し、よりよい学校づくりに取り組むようになった」などの指摘

があることからも、地域協働の指向は一定の効果を上げているといえる。

　実際の評価協議においても、顧客としての要望よりも、評価対象である学校のよさをアピールす

るべく改善案や企画提案に多くの時間が費やされ、評価にとどまらない学校支援活動が展開されて

きたことが、筆者が行ったインタビューでも示されている。それは、品川区が学校評議員制を導入

していないことと関わっている。外部評価者は、外来者として評価するにとどまらず、結果的に校

長や教頭に対する助言者や相談者の役割を発揮してきているのである。

　ここには、統一的な評価票様式が陥りやすい、相対的に落ち込んでいる領域を示して奮起を促す

だけにとどまるという問題を乗り越えようとする指向がみられる。つまり、外部評価にコンサルティ

ング機能を組み込んでいるところに品川区の、大津市との違いがある。
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　では、学識経験者が「新しい学校評価」において果たしている役割は何か。「親が短い時間で成果

を求める傾向にあることに振り回されず注意する」ことや「学校の実情・教育改革の動向等を地域

にアナウンスしていく」ことの必要性を学識経験者が指摘しているように、第三者として客観的に

評価するよう、また学校や公教育についての理解を深めて適確な判断ができるよう他の外部評価者

に働きかけ、外部評価全体を調整する役割が期待されている。

　それに対して、平成 15 年度に行われた区内校長対象（全 58 名）のアンケート調査でも、「客観的

に成果や課題を把握できる」（６名）、「学校改善や教育の質の向上に活用できる」（３名）、「客観的

な目を意識したプロの職場として大きく変貌する契機になった」などの指摘があり、期待がある程

度は実現されていることをうかがわせている。また、「外部評価委員長の識見を教職員、外部評価委

員の意識改革に活用したい」や「学識経験者を教育活動の助言、研究活動のサポートに活用したい」

といった展望を示す校長もおり、専門家としてのアドバイザー能力の発揮にも期待がかけられてい

ることがわかる（33）。

　このようなあり方は、外部評価の視点に照らすと、市場性がねらいの全面に掲げられているわりに、

専門性が重視されているといえよう。そうした専門的な識見に基づく評価によって、学校の活性化、

学校組織開発を促す効果も認められる。上述の学識経験者に対するアンケート調査では、「学校の活

性化」に対して 39 名が肯定的な回答を寄せているし、「教師のモチベーションが高まった」や「外

部評価者の存在自体が、学校を開こうとする努力に繋がっている」との自由記述がみられる。また、

同じく上述の校長に対するアンケート調査でも、「教員に改善の意欲が見られる」、「校長にとって経

営者としての自信や改善への意欲につながる」、「授業改善、経営参加などの教員の意識改革に役立っ

た」、「教育活動の充実を図ろうという雰囲気が出てきた」などの記述がみられるのである。

　こうした点から捉えるならば、品川区の「新しい学校評価」システムは、総じて外部評価という

統制機構を組み込みながらも組織開発的に作用している。その意味では、大津市での取組と同様に

学校外部評価というよりも、教職員による当事者評価に対する他者評価的な性格が強いといえる。

（３）外部評価のジレンマ

　しかしまた大津市と同様に、品川区の外部評価験者の間にも、まだわずか３年間しか経過してい

ないにも拘わらずマンネリ化を懸念する声がある。

　先の学識経験者対象のアンケート調査でも、その点について、「管理職に積極的な活用を指導徹底

しないと、アリバイ作りのための制度となる」との指摘や、「一過性のものとしないよう教育委員会

の積極的な支援」、「制度のマンネリ化防止」を課題とする指摘がみられる。そのため、「新しい学校

評価」が果たしてきた効果についても、上述のように肯定度合いが強い④学校と地域の新しい関係

づくり（積極的肯定 13 名）や⑤学校の活性化（同 15 名）に比して、③成果基盤型の学校への転換（同

５名）、⑥教員の質の向上（同５名）と、かなり割合が低い結果となっている。

　なぜ、こうした格差が生じるのか。第１に、管理職や教員の学校改善に対する姿勢に問題がある

ことをあげうる。この点について、学識経験者は「管理職の意識を前向きにする努力を区教委もす

べし」や「管理職と教員との温度差がある」、「教員の過剰な反応・意識」、「教師の意識の改革が必

要」を指摘している。第２には、そうした学校の姿勢と呼応した外部評価者自身の姿勢の問題がある。

この点については、ある学識経験者は、「学校に肩入れしてしまう」と指摘しているが、さらに別の

学識経験者は、「教育委員会の指導責任に位置づけられる問題までもが、現行のシステムでは、外部

評価の対象に入ってくる。そのため教職員との関係がこじれてしまう危惧を抱き、黙して結局、憂
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鬱が募る。結局、今の外部評価者は、教育委員会が行うべき指導機能を代替しているが、そのため

に『評価機能』は背後に退く（厳しい批判を飲み込む）結果となっている。」と述べている。

　以上の点は、学校組織開発に重点をおいた品川区の学校評価システムでは、効果発現が学校の姿

勢や受け止め方に規定され、その姿勢に同調して客観的な視点を失うか、その姿勢に対峙しながら

外部評価に費やした努力に比して、手応えを十分に生まない問題を抱えることを示唆している。

　しかし、制度上、品川区の学校管理システムでは、外部評価結果に照らして学校経営計画をまとめ、

それを元にして予算措置が組まれる仕組みとなっている。したがって、外部評価は組織統制機能を

備えているはずである。それが実際には機能していないのだろうか。

　そうではない。「新しい学校評価」によって、①特色ある学校づくりの推進（学識経験者の肯定者

39 名）や②学校教育の質の向上（同 41 名）は手応えを生んでいる。なぜ、これらについては手応え

があるのだろうか。それは、外部評価を通じて提案された特色ある学校づくりは学校全体の具体的

な施策・取組のかたちとなって展開されていくからであり、その結果として学校教育の質的向上も

果たせていくからである。

　ところが、もっと日常的な指導や学校経営のあり方は、個々の教職員の自覚的な改革指向なしに

は変化が生まれない。上記の学識経験者が示しているのは、「学校に改革への意識がないとダメ」と

の指摘にもあるように、この点の問題なのである。個々の具体的な提案は受け入れても、その提案

の根底にある基本的な考え方や組織人としての自己の律し方にまで踏み込んで学校や自己のあり方

を見直そうとはしない教職員の姿勢は、「新しい学校評価」の重要な問題といわねばならない（34）。

　しかし、その問題の克服を品川区の外部評価者に期待するのは難しい。上でみたように、品川区

の外部評価者は、その大半がＰＴＡ関係者と地域関係者である。そうした人々はまた、多くが品川

に長年にわたって住み、それぞれの学校に子どもたちを通わせ、自身もまたその学校の卒業生やＰ

ＴＡ役員として深く関わり、その学校に対する強い愛着を形成してきた人々である。その一人は、

筆者に対して「われわれは土地から離れられない。だから、この学校のことを悪くしないように、

世間で悪評が立たないように、何とか自分たちが頑張らないといけない。」と述べていた。つまり、

そうした離れられない人々が学校と共生していくには、学校に肩入れしながら波風を立てないで学

校のよさをアピールすることに専念していくことになりがちだからである。

６．学校経営アドバイザーシステムを用いた鳥取県の試み

（１）学校経営アドバイザーシステム

　三重県教育委員会は、県総合教育センターの研究事業の形態で、平成 13 年度から「学校経営アド

バイザー事業」に取り組んできた。その趣意書では、「学校を取り巻く厳しい環境の中で、今日の学

校経営には、明確な教育目標とその実践及び客観的なデータ分析に基づく学校自己評価の必要性等

が指摘されている。」として、「本事業は、学校経営の現状を実地に分析し、専門家による的確な指

導助言を行うことにより学校経営の改善に役立てるとともに、実践事例を学校現場に還元すること

により、各校の学校自己評価を中心とした学校経営に関わる取り組みをより的確なものとすること

を目的とする。」としている（35）。

　つまり、三重県にとって、この学校経営アドバイザー事業は、学校支援機能を内在させた一種の

外部評価システムであり、また学校評価システム構築のための実験的な試みでもある。筆者は、こ

の間、この事業にアドバイザーとして関わってきた。筆者にとっても、この事業は理論を実際の場
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に適用し展開を図っていく機会であり、学校組織開発の研究方法と実践とが一体化した研究実験と

なってきた。しかし、三重県の場合、これまでのケースでは単年度で終結してしまうので、時間的

な制約が大きく、学校評価システムを組み上げるまでには至っていない。

　それに対して、鳥取県教育センターは、学校評価に限らず学校側の研究要請に基づいてアドバイ

ザーを派遣する制度を設けており、筆者は、三重県での経験を基礎としながらアドバイザーとして

県内のいくつかの学校に、学校評価の研究開発の側面からここ２年間、継続的に関わってきた。

（２）淀江町立淀江小学校の試み

　筆者が関わってきた学校の一つ、鳥取県淀江町立淀江小学校は、「日本一元気な学校づくり」を目

標に掲げている。しかし、県から学校評価研究の指定を受け、取り組みを始めたものの職員間の共

通理解がなかなかうまくいかなかった。そこで、平成 15 年度、それまでのあり方を見直し、次のよ

うな取り組みに転換していったのである（36）。

　①教育ビジョンを示す

　まず、管理職の指導性が改められた。すなわち、それまでの抽象的な目標や手だてではなく、取

り組みの方向性を具体的に示し、教職員がどう動けばいいのかを知らせるようにしたのである。た

だし、状況の変化や実際の教育を担う教職員の判断に応じて変えていけるよう柔軟な計画にし、また、

評価が目的化しないようにとの指示も出したのである。これによって、学校が目指そうとする教育

ビジョンが教職員に明確になっていった。

　②できるところから取り組む

　次に、取り組むことを優先させた。つまり、取り組みを通じて学校の雰囲気が変わり、教職員が

自分の意見が言えるようになることを重視したのである。そこには、教職員全員の意見の一致を見

てから取り組もうとすると、時間ばかり費やして結局は何もできなかったという経験に対する反省

があった。そこで、やり易いところから簡単な方法で取り組むよう求めたのである。その際、管理

職は、今の段階で学校評価が直接に学校改善に結びつかなくても、学校を変えていこうという意識

を職員が持つようになればいいとの姿勢で臨んだ。

　③保護者や地域住民との協働を推進する

　さらに、保護者や地域住民を教職員とともに学校教育をよりよくしていくための当事者、学校教

育の改善に参加する協働者と位置づけ、種々の取組に保護者や地域住民を巻き込んでいった。こう

した巻き込みを通じて、②と同様、保護者や地域住民の間でも、学校評価に取り組むことによって

学校改善をするための過程（雰囲気や関係性）を作り出すことが大切だとの考えが広がり、そうし

た取り組みを支えてきたのである。

　管理職と、この学校の評価システム構築の推進役である教務主任には、保護者の意見や要望をア

ンケートで知るだけでなく、学校の雰囲気を変え、学校と保護者や地域住民との協働関係を築くた

めに、最適な形態の評価活動を考えていきたいという思いがあった。

　④評価対象を重点化し評価過程において協議を重視する

　これまで、淀江小学校では、アンケート結果を平均値で集計し、集計した結果を「成果」と「課題」

としてまとめてきた。しかし、それでは、評価の分かれた事項については平均化されているため「問

題」として捉えられずに議論の対象から除外する傾向にあったことに気づいたことから、重点化し

た項目についての協議を重視することにしたのである。

　⑤自己評価と振り返りを重視する



学校評価をめぐる組織統制論と組織開発論の展開と相克

73

学校評価をめぐる組織統制論と組織開発論の展開と相克

73

　さらに協議の前提となる個々人の実態認識を深めるため、教職員の自己評価と振り返りに重点を

おくことにした。そのため、教職員自身が自己の教育評価を具体的にシートに書き込み、学年部会

等で意見交換をしながら今後に向けての改善点等を考える仕組みが生み出された。こうした意見交

換を通じて、たとえば、平成 15 年度の２学期には「読む・聞く・話す・書く・計算する力」などの

基本的な力を伸ばす取り組みの必要があるという共通認識が生まれ、学年ごとに基礎学力向上に向

けての具体策を話し合うことになったのである。さらに、こうした経験を通じて、自由に意見が言

える雰囲気ができつつあるとの実感や、協議で結論が出なくても校内の動きが協議内容に応じて活

発になってきているとの実感が教職員間で共有されるようになっていったのである。

（３）問題共有とコミュニケーション関係の再構築

　こうした実感を拠り所に、推進役である教務主任は学校評価の進め方に自信を得て、平成 16 年度

にはさらに項目をしぼり、また分掌担当者の自己反省だけでなく、担当者以外からのアドバイスの

記入も求め、記述された内容を集約してそれをもとに全体で話し合った。そして、こうした教職員

間の相互関係の成熟を基盤にして、分掌組織をプロジェクトチームへと編成した。同時に、管理職

は、職員会では、その場で無理に結論を出すのではなく、いろいろな考えを出し合う場として捉え

るよう求めた。ただし、プロジェクトが出した案は反対があってもまずやってみることとし、その後、

実施した内容をアンケート等で評価し改善点を考えることにした。

　こうした淀江小学校の学校づくりには、それぞれが抱えてきた問題を共有する仕組みと、手応え

や実感を拠り所とした試行錯誤による最適案の選択過程が組み込まれている。しかも、その取り組

みを貫いているのはコミュニケーション関係の再構築という営みである。

　この学校のある教員は、「今では何でも話しますね、一人で抱え込んでいると辛いですし。」と実

に清々しい笑顔で語っていた。このような取り組みを可能にしているのは、管理職２人の息のあっ

たパートナーシップであり、柔軟な経営姿勢であり、そして、その管理職を支える教務主任の存在

である。淀江小学校の取り組みや経営姿勢は、学校のウェブページで丁寧に公開されている。まさ

に「よさ」がアピールされているのである。また、校長によれば、それによって地域住民からは、

学校の変化を喜びつつ、自分にも何か貢献できることはないかとの申し出が寄せられるようになっ

てきたとのことである。

（４）筆者の関わりと問題の所在

　平成 15 年度、この学校に赴任して上述の学校改革に着手した校長・教頭には、その前年から彼ら

が所属する伯耆学校運営研究会での関わりを通じて、筆者の学校組織開発の考えや改革の手法を話

す機会がたびたびあった。その上で、この学校に関わり始めたのである。

　筆者が行ったことは、①この学校に年数回訪問し、そこで取組の様子や今後の展望について管理

職と教務主任から話しを聴く、②学校内や周辺をまわって授業参観したり、校内外の様子を観察する、

③そこから見えてきた問題や留意点について筆者の考えを提案する、④校内研修のかたちで、全教

職員に演習を取り入れながら学校組織開発の講話をする、⑤平成 16 年度の春に１回限りだが、ＰＴ

Ａ総会で保護者向けに「学校と地域の協働」をテーマに 20 分程度の講話をした、ということに集約

される。

　なお、これまでの校内研修で行った演習は、文部科学省に設けられたマネジメント研修等カリキュ

ラム開発会議が作成した『学校組織マネジメント研修－これからの校長・教頭等のために』テキス
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トにある、学校のミッション探索、ＳＷＯＴ分析と、同じく『学校組織マネジメント研修－すべて

の教職員のために－』テキストにあるＫＪ法に基づく問題共有演習である。

　さらに、これと並行して、上述の伯耆学校運営研究会でも、校長や教頭に対して学校組織開発の

手法や考え方を演習形式で説いてきた。また、淀江小学校もメンバーである学校評価の研究協力校

からなるワーキング会議（県教育センター主催）で、報告される各校の実践に対して助言してきた。

　それに対して、筆者は品川区でも、ある学校で継続的に外部評価者を務めているが、上述の①と②、

③、そしてＰＴＡ役員との懇談会で話しを聴く、という外部評価者の役割以上には深く関わってい

ない。その違いはどこから来るのか。それは、学校側からの求めの有無である。

　つまり、学校の内発的な求めがあって専門的な助言は機能する。また、それによって管理職だけ

でなく教職員全体との関わりも深まっていく。しかし、その内発性が欠けていると、やはり学校の

内側には立ち入れないのである。三重県の場合も品川区と同様である。いずれも教育委員会主導の

事業であるだけに、その最初の壁は管理職の姿勢にある。管理職が「開く」姿勢を有しているなら

ば、三重県においても、これまで１年限りという限界はあったが淀江小学校と同様の関わりができた。

それに対して、管理職にその姿勢が弱いと、やはり関わりは浅くなって淀江小学校のような手応え

を得ることができなかった。

むすびにかえて

　組織は秩序を重んずる。それに対して評価は変化を求める。日本において学校の組織統制論と組

織開発論が学校評価をめぐって併存してきたのは、近代学校として、また戦後の「新しい学校」と

して各学校を整備するという、学校評価を必要とする社会背景から、日本の学校としてのふさわし

い秩序と、その秩序を体現した姿へと変化することを同時に求めてきたからである。しかし、その

ために、秩序の確立は評価機能を低減させ変化への指向を弱化させてきた。そして、変化しにくい

体質を創り上げてきたのである。

　しかも、伝統的な文化や価値のよさを次代に伝えることを重要な役割の一つとする学校は、基礎・

基本を重んじ子どもたちに人としての望ましい姿をしつ（躾）けていくことを中核に位置づけ、「不

易」のしめる部分を大きくしてきた。また、学校は社会的制度でもある。そのため、不当な圧力が

かからないように成文法や慣習法などによって庇護され、しかも、機会均等や公共性確保の理念から、

恣意性が介入しないように厳しい行政基準が被せられてきた。さらに、学校では子どもたちをリス

クにさらさないよう周到な配慮が働く。何か新奇なことをして問題を生じさせるよりも、去年と同

じことをしたほうが安全であると考えられてしまいやすい。こうして、例年、前年踏襲や慣行重視

の活動が展開されていく。

　問題は、これらにとどまらない。組織に属する人間は、自ら帰属する組織や自己の振る舞いに疑

いを持ちにくいことが知られている。過ちやいたらなさを公表することは、柔軟さや謙虚さを示す

証としてよりも、自信のなさの表れだと周囲の人間はみる、と考えてしまうからである。また、そ

もそも組織の長は、自らの部署を正当化しなければならない立場にある。しかも、経験に基礎を置

く組織では、同様の経験による認識や振る舞いを否定しにくい。さもなければ、自分自身の基盤さ

えも失ってしまう。問題の当事者も、多くの難題を乗り越えてきたとの自信から、現状認識が甘く

なる。それだけに自らを疑うことはすこぶる難しい。（37）

　さらに、こうした組織一般の傾向に加え、企業では、常に市場の評価にさらされて自らの正当性
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を揺るがされ市場に呼応した変化を試みるが、学校は、そもそも社会的に正当であるとの看板を掲

げており、それが崩れると社会的信頼を失ってしまうことから、種々の手段を用いて自らの過去の

振る舞いについても正当性を主張する。こうしたことの結果、企業では変化することが当たり前に

なっているが、学校では当たり前になってこなかったのである。

　ところで学校は、組織あるいは組織体であるといわれてきた。学校評価も長く学校が組織である

ことを前提に必要性や取組の方法が説かれてきた。

　社会的組織の特性の一つは、外部の環境と結びついていることであり、同時に、内部にもまた構

成員によって人為的に創り出される環境を有していることである。したがって、この内外環境のあ

り方が、各組織の実際のかたちと動きを規定する。この意味では、確かに学校も組織である。社会

的に存在が認められ、子どもたちや教職員をはじめ人々が学校に通ってきている。だからこそ、上

述のような「疑いにくい」という組織一般の特徴を共有しているのである。

　しかし、他方、組織体（生物）は、環境との相互作用を展開して、自らの有り様を組み替え進化・

発達を遂げていく。ビックバンにさらされている銀行がそうであるように、それが環境変化に追い

つかなければ絶滅していく。学校の周辺では、今、急激な社会変化が起きている。それにともなっ

て学校内部でも種々の問題が噴出し始め、危機的な局面を迎えているのである。この局面を乗り越

えていくには、自校の内外環境を的確に把握し自らの有り様を適応させていく必要がある。ところ

が学校は、上述したように変化しにくく、しかもそのことが問題であると疑いにくい。

　ただ、こうしたことは日本の学校に限ったことではない。そのため、アメリカのチャータースクー

ルの評価はもとより、NPM に取り組んだ国々では、外部評価機構を整備して、しかも強い権限をその

機構に与えて変化を促してきた（38）。しかし、それは決して成功しているわけではない。とりわけ日

本の場合、学校数の多さや小規模な自治体の多さからして、外部評価機構の整備は難しい問題であ

るといわねばならない。多くの協力者をえて外部評価の制度化に取り組んできた品川区でも、上述

のように問題は少なくない。そのような仕組みに移行することは、地域の人々をなお外部評価者と

するのでは実現しえない。NPM 先進国に倣って学校評価の専門家によるチームを編成し外部評価を構

想する展望も、指導主事でさえ十分に確保できてこなかった日本の教育行政システムからすると実

現が困難なものといえるからである。

　では、どうすればいいのだろうか。学校間連携も一つの打開策となりうる。しかし、大津市の辿っ

た経緯からすると、そこにも形骸化の怖れがある。

　筆者が関わってきた上述の経験からも、日本の学校に適合的な学校評価システムの構築には、ま

ずは管理職が学校組織開発の考え方と手法を備えていくことが不可欠といわねばならない。その点

で、文部科学省がこの間、取り組んできた「学校組織マネジメント」のカリキュラム開発と、その

普及のための説明会等の実施、さらに教員研修センターを通じて来年度から取り組もうとしている

「学校組織マネジメント研修指導者養成のための研修講座」は、大きな意義があるといえる。

　しかし、それだけでは十分ではない。学校組織開発の手法は、その学校が置かれた状況によって

有効性が異なる。したがって、状況を解読し、適合的な手法を選択していくことが必要であり、ま

た状況の変化に合わせて具体的取組の重点を変えていかねばならない。そこには、状況を客観的に

分析した専門的な助言が必要であり、その意味でアドバイザーの存在も不可欠である。この点から

すると、現在、いくつかの教員養成系大学において進められてきているスクール・リーダー養成の

ための大学院づくりは、大学院スタッフ自体のコンサルティング能力の開発にも有効であろう。

　しかし、それでも十分ではない。そのアドバイザーは、学校に常駐しているわけではない。年に
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数度の訪問だけでは、概要は把握できても細部にまで眼が届かない。しかも、学校は、学校経営だ

けで成り立っているわけではなく授業や生徒指導など多岐に及び、とても一人のアドバイザーでは

対応しきれない。

　鳥取県教育センターは、こうした問題を補完するためにセンター内に学校教育支援室を置き、県

内外から専門家（スーパーバイザー）を募ってチームを編成している。現在、筆者のほか、算数・

数学教育の矢部敏昭氏（鳥取大学）や国語教育の足立悦男氏（島根大学）などがその任にある。ま

た相談役に、教育改革国民会議や中央教育審議会等の委員を歴任してきた梶田叡一氏（兵庫教育大

学長）が就任している。さらに、今後も拡充が予定されている。しかも、この学校教育支援室には、

兼任という位置づけながら、指導主事等の職員が３名配置されており、スーパーバイザーの不在時

における学校への対応や、スーパーバイザーとの連絡、情報収集や教材開発を担っているのである。

淀江小学校の取組も、こうした学校教育支援室を通じたサポート・システムに負うところも大きい。

　以上のように、学校評価システムの構築には、学校評価にのみ眼を向けるのではなく、学校を総

合的に把握し、そこから浮かび上がってくる種々の問題に対応できる複眼的な仕組みづくりが必要

なのである。より具体的には、学校組織開発のための研修システムの整備、学校組織開発を専門的

にサポートするためのアドバイス・システムの整備、さらに、これらでは対処しがたいところを補

完する補助システムを要するということができる。

＜註＞

(1) 各地の取組実態については、文部科学省発表「学校評価及び情報提供の実施状況（平成 15 年度

間　調査結果）」（平成 16 年 11 月６日）参照。

(2) イングランドにおける学校評価の取組については、沖清豪・福本みちよ（2003）「イギリス・ニュー

ジーランドに学ぶ学校評価システム」『学校経営』１月号、福本みちよ（2003）「諸外国の学校評価・

学校参加の現状とわが国への示唆」『指導と評価』４月号、参照。

(3) ニュージーランドにおける学校評価の取組については、同前並びに、福本みちよ（2002）「ニュー

ジーランドの学校評価システムに関する研究」『教育制度学研究』第９号、参照。

(4) これまでの学校評価の系譜については、拙稿（1992）「日本における学校評価の発達とアメリカ

からの影響－『大学評価』への発展に焦点化して」京都教育大学教育経営研究会編『現代学校研究

論集』第 10 巻、を参照されたい。

(5) 日本の視学制度については、平田宗史（1979）『明治地方視学制度史の研究』風間書房、参照。また、

平井貴美代（1998）「戦前日本における『学校評価』実践の概要」『学校評価に関する実証的研究』（代

表　牧　昌見；平成８～ 10 年度科学研究費補助金基盤研究 (A)(2)　課題番号０８４０１０１０）

も併せて参照。

(6) こうした政策と各学校の実践については、平井貴美代（1996）「明治後期『模範』小学校運営に

見る学校経営の成就状況－優良小学校選奨政策に焦点づけて－」『日本教育経営学会紀要』第 38 号、

参照。

(7) こうした動きの学校経営管理論に対する影響については、下村哲夫 (1976）「学校経営の理論的

研究－その系譜的検討」『（現代学校経営講座①）現代教育と学校経営』　第一法規、参照。

(8) 岡部弥太郎編（1938）『日本に於ける学校調査の批判的研究』東京大学教育研究室、196 頁。

(9) 学籍簿と指導要録の歴史については、天野正輝（1993）『教育評価史研究－教育実践における評
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価論の系譜』東信堂、参照。

(10) 龍山義亮（1936）『学校経営新講』東洋図書、176 頁。

(11) 岡部  前掲（8）、196 頁。

(12) こうした戦後初期の教育評価研究については、後藤岩男・長島貞夫（1947）『教育評價法』野

間教育研究所、参照。

(13) 向山嘉章（1948）『新しい小学校の経営』中和書院、「序」及び 339 頁。

(14) 詳細は、拙稿（1983）「戦後期学校評価構想における文部省試案の位置」『日本教育経営学会紀要』

第 25 号を参照されたい。

(15) 第４回（東北地区）農業班（1950）『教育の協同評價＝農業教育への適用』文教書院、21 頁～ 22 頁。

(16) 大照完 (1951）「学校評価について」『文部時報』５月号、参照。

(17) 文部省内学校評価基準作成協議会編（1951）『中学校・高等学校  学校評価の基準と手引（試案）』

（実教出版）の詳細については、拙稿（14）を参照されたい。

(18) 宗像誠也（1954）『教育行政学序説』有斐閣、172 頁～ 173 頁。

(19) この点に関わって、文部省統計課（1951）「学校評価に関する研究調査－第一次予備調査の報

告」（『教育統計』10 月号）は、「教育統計調査こそ、正しく各級行政単位のめざす教育目標がどの

程度各学校において達成されているかを調査評価するものにほかならない」と述べるなど、調査統

計と当時の「学校評価」との密接な関係を示唆している。この「学校評価」観の延長に、文部省（初

等中等教育局 中学校教育課　鹿海事務官）『小学校 中学校 高等学校　教員勤務負担量調査報告』

（1952 年８月）も位置づけうる。しかも、やがて「教職員の勤務評定」問題へと展開する教職員評

価論を生起することになったとも理解される。

(20) 文部省内学校評価基準作成協議会編（1951）『中学校・高等学校  学校評価の基準と手引（試案）』

実教出版、３頁。

(21) 同前、３頁。

(22) 同前、３頁。

(23) 同前、３頁。

(24) 同前、４～５頁。

(25) 同前、５頁。

(26) その実際は、拙稿（14）を参照されたい。

(27) 当時の初等中等教育局長、辻田力氏による。

(28) 詳細は、秋山陽太郎（1970）『学校評価に関する研究』(1969 年度長期研修報告 )、同（1971）『学

校評価に関する研究』(1970 年度長期研修報告 )、並びに、同（1971）「学校評価基準の変遷とその

考察」『学校経営』６月号・７月号、参照。

(29) 東京都教育委員会編（1953 年）『小学校・中学校・高等学校　学校評価の基準（試案）』、１頁。

内容の詳細は、拙稿（1984）「東京都学校評価基準の変遷にみる戦後学校評価史」『日本教育経営学

会紀要』第 26 号を参照されたい。

(30) こうした系譜については、拙稿（1981）「戦後日本における学校評価論の系譜的検討」『学校経

営研究』第６巻を参照されたい。

(31) 詳細は、拙稿（1995）「従来の教育経営評価の理論・政策と課題」『日本教育経営学会紀要』第

37 号を参照されたい。
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(32) 大津市における取組の概要については、拙稿（1987）「学校の組織・運営と学校評価」秋元照夫・

伊津野朋弘・永岡順編著『教育経営と学校の組織・運営』（ 日本教育経営学会編『講座日本の教育

経営』第 3巻 )ぎょうせい、にまとめている。また、昭和 50 年代の取組実態については、拙稿（1988）

「日本における学校経営診断方式の現状と問題点」高野桂一編『（実践学校経営診断①）学校改革・

改善と経営診断』ぎょうせい、において検討した。なお、以下の引用や分析は、後掲した「大津市

における学校評価関係資料」に基づく。該当資料については、煩雑さを避けるため、資料番号を付

して表すにとどめた。

(33) 品川区における学校評価の取組実態については、楚阪博（2004）「学校外部評価をどう活用で

きるか？　1) 学校管理職として」拙編著『新学校評価　考え方と実践の手引き』小学館、を参照

されたい。

(34) こうした問題に向き合った外部評価者の受け止め方については、Ｔ・Ｓ「学校外部評価をどう

活用できるか？　4) 外部評価者としての経験をもとに」拙編著『新学校評価　考え方と実践の手

引き』小学館、を参照されたい。

(35) 三重県教育委員会（2000）「学校経営アドバイザー事業計画について」

(36) 詳細は、吉野徹（2004）「鳥取県淀江町立淀江小学校の校内研修の試み－学校改善につながる

学校評価の取り組み」拙編著『「学校組織マネジメント」研修』教育開発研究所、参照。

(37) ワイク．Ｋ．Ｅ．（1997）『組織化の社会心理学［第２版］』（遠田雄志訳）文眞堂、参照。

(38) その詳細は、窪田眞二・木岡一明編（2004）『学校評価のしくみをどう創るか－先進５カ国に

学ぶ自律性の育て方』学陽書房、参照。
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資料
番号

発行年度 資料名 発行機関 発行年・月

１ 昭和３０年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価結果報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

明記せず

2 昭和３１年度
大津市小学校・中学校　教科
指導評価結果報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

昭和３２年３月

3 昭和３１年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価結果報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

昭和３２年３月

4 昭和３２年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価結果報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

昭和３３年３月

5 昭和３３年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価結果報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

昭和３４年３月

6 昭和３４年度 学校経営評価表 大津市立教育研究所 明記せず

7 昭和３４年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

昭和３５年３月

8 昭和３５年度 教育研究所十か年の歩み 大津市立教育研究所 昭和３５年５月

9 昭和３５年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

昭和３６年３月

10 昭和３６年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

昭和３７年３月

11 昭和３７年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

明記せず

12 昭和３８年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

明記せず

13 昭和３９年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

明記せず

14 昭和４０年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

明記せず

15 昭和４１年度
幼稚園経営評価票・学校経営
評価票

明記せず 明記せず

16 昭和４１年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

明記せず

17 昭和４２年度
幼稚園経営評価票・学校経営
評価票

明記せず 明記せず

18 昭和４２年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

明記せず

19 昭和４３年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

明記せず

20 昭和４４年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

明記せず

21 昭和４５年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

明記せず

22 昭和４６年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価報告書

大津市教育委員会・大津市立
教育研究所

明記せず

23 昭和４７年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　学校経営評価報告書

大津市立教育研究所 明記せず

24 昭和４８年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　経営評価報告書

大津市立教育研究所 明記せず

25 昭和４９年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　経営評価報告書

大津市立教育研究所 明記せず



80

26 昭和５０年度
大津市幼稚園・小学校・中学
校　経営評価報告書

大津市立教育研究所 明記せず

27 昭和５１年度
大津市小学校・中学校　経営
評価報告書

大津市立教育研究所 明記せず

28 昭和５１年度
教育目標具現化に関する研究
（第１年次）　実践上の問題点

大津市立教育研究所 昭和５２年３月

29 昭和５２年度
教育目標具現化に関する研究（第２年次）
学級における目標実現のとりくみから 大津市立教育研究所 昭和５３年３月

30 昭和５３年度
昭和５３年度　学校経営評価
基準（試案）

大津市立膳所小学校 昭和５３年１２月

31 昭和５４年度
学校・園経営評価　第１年次
のとりくみ

大津市立教育研究所 昭和５４年６月

32 昭和５４年度
学校・園経営評価　第２年次
のとりくみ

大津市立教育研究所 昭和５５年３月

33 昭和５４年度
学校・園経営評価委員会研究
経過について

大津市立教育研究所 明記せず

34 昭和５５年度
学校・園経営評価－評価集計
表の分析とその考察－

大津市立教育研究所 昭和５６年３月

35 昭和５６年度
学校・園経営評価－評価集計表
の分析とその考察－（その２）

大津市立教育研究所 昭和５７年３月

36 昭和５７年度
学校・園経営評価－評価集計表
の分析とその考察－（その３）

大津市立教育研究所 昭和５８年３月

37 昭和５８年度
学校・園経営評価－５７年度
集計の分析とその考察－

大津市立教育研究所 昭和５９年３月

38 昭和６０年度 学校・園経営評価票 大津市立教育研究所 明記せず

39 昭和６２年度
学校・園経営評価－６１年度集計の分析と
その考察－（大津市立幼稚園） 大津市立教育研究所 昭和６３年２月

40 昭和６２年度
学校・園経営評価－６２年度集団評価集
計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 昭和６３年３月

41 昭和６３年度
学校園経営評価に関するアン
ケート

大津市立教育研究所・学校園
経営評価委員会

昭和６３年７月

42 昭和６３年度
学校・園経営評価－６３年度集団評価集
計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成元年３月

43 平成元年度
学校・園経営評価－元年度集団評価集
計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成２年３月

44 平成２年度
学校・園経営評価－２年度集団
評価集計の分析とその考察－

大津市立教育研究所 平成３年３月

45 平成３年度
学校・園経営評価－３年度集団
評価集計の分析とその考察－

大津市立教育研究所 平成４年２月

46 平成４年度
学校・園経営評価－平成４年度集団評価
集計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成５年２月

47 平成５年度
学校・園経営評価－平成５年度集団評価
集計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成６年２月

48 平成６年度
学校・園経営評価－平成６年度集団評価
集計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成７年２月

49 平成７年度
学校・園経営評価－平成７年度学校園経
営評価集計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成８年２月

50 平成８年度
学校・園経営評価－平成８年度学校園経
営評価集計の分析とその考察－ 大津市立教育研究所 平成９年３月

51 平成９年度
平成９年度学校園経営評価
集計結果報告

大津市立教育研究所 平成１０年３月

52 平成10年度
平成10年度学校園経営評価
集計結果報告

大津市立教育研究所 平成１1年３月
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わが国義務教育への「質保証」概念導入の意義と課題
－海外における質保証 (quality assurance) 論議から－

Significances and Emergent Tasks of Introducing the Concept of Quality Assurance into 
Compulsory Education in Japan ： by Envestigating “Quality Assurance” Overseas  –

                                    有本　昌弘　　

Masahiro Arimoto　　

　　

はじめに

　本論文では、国庫負担の問題でにわかに議論の的となってきた教育の質について、海外から示唆

を得ることにより、クリアすべきハードルとして質保証の問題があることを取り上げていきたい。

　「国の役割は、学校教育に必要な水準を示し、学校は教職員数も給与も学級編成も自治体が責任を

持って決める仕組みにし、安易な教育費削減を招かないよう情報公開などで住民が目を光らせる方

向にある」1）。

　この論調は以下の２つの理由から、一見したところ、ある意味では正論である。

　１つ目は、説明責任からである。2002 年から「総合的な学習の時間」と、目標準拠のアセスメント（い

わゆる観点別による絶対評価）へと移行し、最低基準としての学習指導要領の位置づけを確認する

などにより、経験的には、教員と学校の差が顕著なものとなり、また学校間で、カリキュラム・ア

セスメントに関する学校全体の方針についての違いも出てきた。学校の外からのサポート、人や時

間とともに、学習環境など空間や、特に学習の成果（アセスメント）でサポートするところとそう

でないところに差がでてきている状況があった。また、今日、情報通信技術 (ICT: information and 

communications technology) という、教育メディアの国を超えるグローバル化とともにローカルレ

ベルでの急速な進展の動きがある。そして、ゆとり教育によって導入された総合的な学習の時間な

どの新しい取り組みは、教師・生徒の力量・意欲が高い場合は成功しやすい場合が多いため、そういっ

た要素に左右されるという利点と欠点を併せ持つ。地域の差だけでなく、教員や学校の力の差の拡

大が懸念されているのである。

　２つ目は、ある種のスタンダード化とそれに向けての公表からである。少人数指導等、あるいは、

学校選択に伴う学校や学習の質そのものの公表を求める、外部アセスメント ( 学力調査 ) が重視さ

れ、教育効果については学校の取り組み方次第であるというような外圧に対して、行政はリアクショ

ンをおこしシラバス作成・アセスメント公表に関して新局面を呈し始めたからである。外圧に対して、

学校は新局面を呈し始め、外部組織との相互作用が顕著となっている。

　ただ、義務教育は、国、都道府県、市町村、学校と、どこが責任を持っているのか、不明確だといわれる。

これまで中央から教室の児童生徒に至る様々な関係において、ある意味で、プレッシャーはなく、素

直な自然な期待だけで行ってきたといえる。第三者評価は、これへの挑戦であろう。かつて日本では、

第三者による評価を行った経験を持つ。「学テ」といわれるもので、昭和 31年から 41 年まで 11 年間

行われたが、（当時関わった教員の経験談からの話ではあるが）点数などをあげるため不正も行われ

たという。量を競いあうアレルギーからか、最終的に教員組合から激しい抵抗があり頓挫した 2）。

　現在は、国レベルでは、教育の質等を確保するための条件整備として、平成 13 年度より５ヵ年計

画で教職員定数改善を講じているほか、学校外の優秀な人材の協力を得るための「特別非常勤講師

制度」や「学校いきいきプラン」の実施、教員を対象とした研修事業の充実などを行っている 3）。が、

【特　集】 国立教育政策研究所紀要　第 134 集
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それ自体は事前チェックのインプットモデルに基づいている。なぜなら、事後にどうであったのか、

その証拠が問われているにもかかわらず、スタンダード (standard) についてのコンセンサスが見え

ないところからもきているようである 4）。義務教育では、目標に、体力は含めるのか、思いやりの心

など規範意識は、どうなのかなどプラスアルファーを含めてしまうこともその一因である。スタン

ダードへのコンセンサスがないことは、公立校への不信につながっているように考えられる。

　しかし、現状からすれば、直ちに今すぐ「国の役割は、学校教育に必要な水準を示し、学校は教

職員数も給与も学級編成も自治体が責任を持って決める」というのは、困難が伴う。日本のこれま

での経緯と現状からは、本当にこのことをこれから実行に移していくには、様々なシナリオを想定

して、漸次的に研究開発の成果をフィードバックしながら、進めるしかないのではないだろうか。

このことを、海外の動向から論じてみたい。

第１節　海外の質保証論議の動向

１．１． 質保証論議の背景

　欧米先進国、特に英・米、豪州といったアングロサクソン諸国では、1980 年代後半から、財政

赤字の拡大に伴い、サッチャー政権以来採用されているニュー・パブリック・マネジメント（New 

Public Management (NPM)「新公共経営」と訳されることもある）があり、さらには大きな流れとし

て、新自由主義 (Neo-Liberalism) がある。福祉国家の実現や「大きな政府」を支持する古典的な自

由主義に対して、政府の過度な民間介入を批判して、個人の自由と責任に基づく競争と市場原理を

重視する考えである。その上で、ニューマネジャリズム (New Managerialism) の動きの出現が認め

られる。すなわち、「成果」をスタンダードとする企業経営手法を公的部門に持ち込む改革の実践で、

効果からそして能率面から根本的に見直す動きがある。これが教育を支配し、アセスメントの支配

的な形式もその中に取りまれがちである。専門職性というよりはよりビジネスのように機能するよ

う捉えられ、規制緩和や権限委譲へと再構築されがちであった。すなわち効率や効果が問われだし、

WTO（World Trade Organization 世界貿易機関）などとの関連で、高等教育はともかく、実は初等

中等教育でも観光産業につぐ輸出産業として「質保証」はキャッチフレーズとなりつつある。

　英国の教育評価の基本的文献をひも解くと、特定の教育的配慮を必要とする子どものための資金

調達や財政支援 (categorical funding) が、効果的学校やさらに、マネジャリズム managerialism

とつながっており、equity という平等尊重の立場が最優先されて展開するものとなっている (Norris 

1990)。多様性にきわめて配慮するのは、米国と同様である。

　そのために、教育の分野にこれが持ち込まれると、反対に、カリキュラムは狭く捉えられがちとなっ

て、80 年代までのカリキュラム評価は教育変化に取って代わられることになる。これには、例えば、

英国の中でも「質保証」に関してホットな反論の対象となっている。しかし、この動向は、今日、

OECD や世界銀行等で、国の内外の政策上、学校の効果（能力や質）の研究に生かされているという

点できわめて重要な意義をもつものである。

　質保証の初等中等教育分野での文献は、次のように、多角的である。最も早く見られたのは、米

国では、1980 年代前半からで、教育評価やアカウンタビリティ (Madaus 1984)、テキサス州ヒュー

ストン・プランづくり等 (Reagan et al 1983, Pilcher 1984, Barr 1987) である。その他、第３回

国際数学・理科教育調査（TIMSS）の関連で論じられているもの (Martin et al 1996)、健康教育（Mail 

1994, Lear 1996）、特別支援教育 (Cipani 1985, Dodder et al 1999), 文教施設 (Griffin 1998, 
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Sears 1998,1999), E-learning（Tinker 2001）などがあり、多角的に「教育の質」が論じられている。

　米国では、教師の質に焦点を当てている傾向が見られる（Ambach 1996, Bunday et al 1996, 

Cameron 1996, Danielson 2001, Darling-Hammond 1996, McConney et al 1998, Scannell et 

al 1996, Shanker 1996）。アクレディテーション (accreditation) という学校認定の土台の上

に、教員評価と関わり、違った側面から質保証は盛んである（Clark et al 1996, Committee on 

Professional Standards 1984, Wise et al 1996, Wise 1996, 2001, Warner 1993, Shultz et al 

2002, Sinisi et al 1997）。

　欧州では、教師の質と関わる現職教育も見られるが（Nentwig 1999）、ナショナルカリキュラムで

の教師によるアセスメントの質（Edwards 1995）、保護者の質に果たす役割 (Martin 1997) などの論

がある。そこから、英・米比較 (Newby 2003)、英・カナダ比較 (Coleman 1992) などがある。欧米の

経験は、国際教育協力 (Hopkin 1999, Smith et al 2003) としても生かされている。ISO( 国際標準

化機構 ) からの接近がある (Zuckerman 2000)。ローカルマネージメント・オブ・スクールによる成

果 (Levacic 1993) の見られる英国を中心に、特に成果が見られる（McIntyre 1983, Somekh 1995, 

Vann et al 1998, DeJong&Prins 1995, Johnston 1992）。その中で、東アジア、特に香港（中国）

の動きが活発である（Chan 2001 など）。

　英国では、どちらかというと学習のためのアセスメントの質保証もあり、J. エリオット (Elliott 

1997) のアクションリサーチからの論がある。1970 年代から、学校自己評価などの実績が見られた

（Shipman 1979, Clift 1989, Hopkins 1987）。こうして、豪州・カナダはもちろん、米国も参考に

している英国のシステムや考え方は、典型的なアイデアを提供してくれる。特に、カナダから英国

への視察結果は、以下のようにコンパクトにまとめられている (図表１)。

　ところが、英国では、国家が急速に地方のコントロールを飛び越え、リーグテーブルを公表する

ことにより学校を競争下に置くようになった。その結果、教育の質自体、複雑な概念であることが

わかり、インプット－アウトプットのみでは計量的にみるのみでは、学校間の様子は理解できない。

そのため、国際開発の分野でも、スループット（throughput）などの概念も出されてきている (Smith 

et al 2003)。

ERIC 等によると、定義は以下のようにされている。

●　クオリティー・サークル（Quality Circles）

仕事に関する問題を確認、分析し解決するために構成された組織内の個人的ボランティアグルー

プ。質の改善と生産性を目指している。

●　クオリティー・コントロール（Quality Control）

（質保証のための）パフォーマンスや成果の質を確立するために用いられる調査や調整などの技術。

●　ＴＱＭ（Total Quality Management）

顧客満足を通して長期的な成功を目指す経営アプローチ（W.Edwards Deming と Joseph M. 

Juran による概念に基づいている）。TQM は継続的にプロセスや生産性、サービスを改善するた

めに全ての組織メンバーを含む。

●　質保証（Quality Assurance）

質保証とは、開発インターベンションの長所、価値あるいは所与の標準の整合性を査定及び改

善することに関わる活動を含むものである。注： 質を保証するための業務には、審査、RBM（結

果重視マネジメント）、実施中のレビュー、評価などが含まれる。質の保証は、ポートフォリオ

の質及びその開発効果について査定することにも関連するものである (OECD 2002)。
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●　学校の教育効果 (school effectiveness) については、学校が教育目標を成し遂げ、運営上、教

育上もしくはサービス上の効用を果たすことの成功する度合いで測られる。

●　効果的学校の研究 (effective school research) については、模範となる典型的な効果的学校

を確認し、そのプログラムと職員の基礎となる特徴を研究したり、非効果的な学校の特徴を修

正する技術を模索することに焦点をおいた教育研究として定義される。

図表 1　　英国での質保証のためのデータ収集 (Coleman 1992)

質保証について説明してください。

１　学校の質・（標準以下の）問題教師・教育委員会・保護者や学校評議員の不満

２　どのような点で視察団にその説明は具体的だと言えますか？

　　会議・他の調査者と連絡・最近の変化・自分自身の業務（時間・役割）

３　教室、学校、学校運営において、どのようにして質というものを把握することが出来ま

　　すか？データ収集・信頼性の問題・観察に対する制限・他の選択肢・テストデータ・保

　　護者の視点

４　教室や学校で質が保証されていないと分かったとき、どのような対処をしますか？問題

　　の原因・児童生徒の問題・家族の問題・教師は変われるか？

５　国準拠のカリキュラムや評価が現場でどのような影響を及ぼしているか説明してくださ

　　い。国準拠の評価によるデータ使用

６　学校の質保証のために自分が行っている努力がどのくらい実りあるものになっていると思

　　いますか？

指標：A.児童生徒 

指標：B.コスト;サービス

観察：授業 

観察：相互作用

学校 外部観察者 
記録保管者

顧客：児童生徒 顧客：保護者教師の気風

内部の評価者 

観察できる活動  授業や相互作用、児童生徒の行動 

測定可能な態度や価値  児童生徒の反応、保護者の実態、教

員の気風・専門職としての運営方針、学校評議員による評価 

量的尺度（指標）A.児童生徒出席率；破壊行為；試験の成績；

B.コストやサービス 

内部／外部からの評価者  顧客・来談者(保護者／児童生徒)、

教師、学校と地教委行政官 
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スクリバンによると、質保証と質のコントロール（Quality Assurance, Quality Control）は次の

ように説明されている (Scriven 1991)。

　評価的モニタリング法のひとつである。もともとは製造業や工業技術の領域から出てきたものだ

が、今ではソフトウェアや人間対象のサービス、デリバリーの領域にも使われるようになった。こ

の種の評価は大体内部用かつ形式的である。評価は、その製品のプロジェクトマネージャーなどへ

のフィードバックをするために、製造責任があるスタッフや彼らの上司、または特別に組まれたチー

ムなどによって行われる。しかし、この種の形成は、基本的に早期警告を発する総括的なものと考

えられるべきだ。なぜなら、消費者に製品が届いたときに製品を保証できたとしたら、それは消費

者の視点から高い満足度が得られると想定されるからだ。

　製造業での、製品の質のコントロールは、プログラムの監視、プロジェクトが目標に到達している

かいないかをチェックする目標達成重視の評価と酷似している。それは「欠陥ゼロ」の品質コントロー

ル、などと呼ばれ、実際の間違いは消費者と関連した部分にあるのにも関わらず、いまだ技術者か化

学者によって定義された欠陥がなくなることのみを指し示す、技術至上主義に基づいたものである。

　質のコントロールはそれ以上のものを含むということが非常に重要である。それは、「干渉される

ことのない」フィールドテスティングと高度の結果分析とを結合したものである。このようなアプ

ローチによってのみ、我々が探求する質のコントロールを行う過程における疵が、すべての重要な

問題領域に及ぶか否かがわかる。質のマネジメントの第一人者と呼ばれる人たちの一人であるジョ

ン・オークランドの「Total Quality Management (Butterworth-Heinemann,1989) を読むと、それ

らのポイントについてまったく言及していないことがわかる。この本は、統計的な過程のコントロー

ルと品質中心の経営過程に重点をおいて書かれているが、外部のフィールドからの評価なしに価値

のあるものはない。

１．２．「効果的な学校」の動向への J. エリオットによる批判

　英国では、D．レイノルドや、P．サモンズら学校の効果研究や効果的学校の研究者と、J．エリ

オットといった評価やアカウンタビリティに基づくカリキュラム研究者との間で論争が見られる

(Elliott 1996, Sammons & Reynolds 1997)。

　アクションリサーチは、英国や豪州で盛んである (Kemmis 1988, Elliott 1993, 1997)。M．ジェー

ムズは、効果的学校が意識している、日本では、カリキュラム評価を真剣に行おうとしていると紹

介し、学校効果という目標と手段という政策者にとって有用なミクロなテクノロジーを牽制してい

る (James 1997)。M．フィールディングは、テストスコアによる学校効果と学校改善の緩やかな結び

つきを主張している (Fielding 1997)。

　中でも、J．エリオットは極めて批判的である（Elliott 1996）。彼は、J. ブルーナーに影響を

受けたＬ．ステンハウスによる HCP という人文主義的カリキュラム開発に関わることから、その後

の SBCD、スクール・ベースト・評価やアクションリサーチを主導している (Elliott 1979, 1981a, 

1981b, 1985, 1991, 1993)。そして、アクションリサーチにより、3種類のアカウンタビリティ（本

来のものに加えて、レスポンシビリティ、アンサービリティ）に分類するなど、精力的にスクール・

ベーストの評価を行った経験から、次のように述べている。

　Ｊ．エリオットは、90 年代からの市場を、その競争力、収益性、役に立つかといった知識社会から、

performativity（遂行性）というキーワードで論じている (Elliott 1997a)。すなわち「この商品は

市場の中で売れるか」ということである。知識経済や知識社会といわれるが、ここまで教育が市場
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化している。「真」であることに価値を置いてきた科学的な知識や知識一般が「役に立つか」という

ことに拡大されている。

　以下、少々長くなるが、そのまま引用したい。

　彼は以下のように論じる－。私の意見では、「権力と論議」（power discourse）の規則という意味

では興味深い教育研究者で、前提を受け入れることに難しさを表明しているのは J．グレイ (1990)

である。学校教育の分野における「質」の概念を考慮して彼はこう書いている。

　教育的集団の質は、潜在的に理解しにくい概念である。それは間違いなく、洗濯機やテレビや

電動かきまぜ器に関連して「どれがいいか」という雑誌の中で熱心に調査されたお買い得の特集

記事に似ている。しかし殆どの人はこのような「質」を限定する定義に喜んではいない。彼らは

疑いも無くさらなるものを探している。その「さらなる」ものをはっきり言うと、今後５年間か

かる大きなチャレンジとなり、今後 10 年間で学校が自身をどう判断されるかの基盤を形成するよ

うになるだろうと期待する。

　この期待を述べて、しかし、グレイは、自らのそして他による「効果的学校」の研究から、「お買

い得商品」の観点から学校教育の「質」を特徴付ける以上のことはできない一連の「(学業成績など）

効力指標」(performance indicators）を抜き出し続けるが、それは商品価値を前提とし、よい洗濯

機、テレビ、電動かきまぜ器のように、よい学校は有能で「スムーズに機能するシステム」である

ことを意味している。彼は「質問の数と、それぞれの関係で集められる証拠の質は反比例する」の

で、効果の指標は数が少ないほうがよいと論じている。多すぎる質問は「よい答えを排除してしま

う」。彼自身の効果的学校の「シェフィールド研究」のなかで彼と共同研究者は「経済の興味、能率

（efficiency）、効果（effectiveness）」の三点の質問に絞っている。これは研究方法論の「遂行性

（performativity）の規準や原則（criterion）」に適応する教育研究者のよい例である。グレイは証

明（よい回答）の生成は、教育研究の仕事であり、「よい回答」は一番経済的で能率のよい効果的な

手段、つまり、利益と支出間で達せられる最高の均衡によって作成されると見なしていると考える。

多すぎる質問をすることは証拠を複雑にしすぎるし、研究の能率と有効性を減退させる。「最新の学

校教育を作り上げようとする日常の煩雑と訓練」を学校の質を測る３つの指標に減少させながら、

グレイはそれについて不満の程度を表明している。「何か欠けている」ものがある。この彼が考える

「なにか」を調べる前に、彼が採用する３つの有効性の指標について、スムーズで効果的に機能する

システムとしてのよい学校を代表し、そのような代表が商品価値に裏打ちされているという私の主

張に照らして、探究したい。

　その指標と彼らが枠組みとした研究課題は、グレイによって下記のように表されている。

学業成績達成上の進歩

児童生徒の何割が当該期間で平均以上のレベルに進歩したか

児童生徒の満足

学校において児童生徒の何割が自分の受けている教育に満足しているか

児童生徒と先生の関係
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学校において児童生徒の何割が一人か複数の先生とよいまたは「重要な」関係を築いているか

　私にはここで描写されていることは最適に遂行されてスムーズに機能しているシステムの特徴で

あるように思える。その使用者にとって平均的結果以上のものになり、定義したとおりの欲求を満

足させてくれる。さらに、そのシステムは使用者にやさしく、構成要素は共に機能調和し、使用者

にとってほとんど「厄介」を伴わない。これらの指標が「写し出す」ことは、結果の価値について

の質問であり、児童生徒たちがそれに満足しているのか、なぜ満足感を表すのか、そしてよい師弟

関係が何からできているのかということである。よい学校が有効なシステムとしてのみ見られてい

るなら、質的な種類の質問をする意味はほとんどない。よい結果は教育市場において学校の地位を

高めるだけである。児童生徒の満足は「使用者にやさしい」と理解されている師弟関係として商品

価値があるというもう一つの証拠である。グレイの３つの有効性指標は学校に「お買い得な」市場

性のある商品としての観点を形作る。だから、彼の承認するよい学校の構想に何が欠けているのか、

グレイはこう書いている。

　何かが欠けていると認めているのは私が初めてであろう。教育は日常的な日々のこと以上の

ものである。しばしば「短所」があるし、場合によっては「長所」がある。人々が教育経験を

思い出すと、彼らが特に強調するのは、これら後者の「瞬間」、なにか有意義なことを学習し経

験した時間である。まとめると、有効性指標が到達できない教育経験のこれらの部分を発見す

るための試み、もしくは 4つ目の質問を要求したい。

　グレイは「質の瞬間や見せ場（moment of quality）」と呼んでいる２つの例を提示した。それら

は若者が「精神の潜在的能力と想像力」を満たす必要がある場と刺激を描いている例である。グレ

イは次のように結論付けている。

　よい教授とよい学習の中にはチェックリストや計算機では捉えられないものがたくさんある。

学校と教師たちはその素晴らしい瞬間を認識し祝福するよう励行しなければならない。

（以上引用）

　その後も、証拠に基づく実践を教育的にすることをめぐって、議論（Elliott 2001）とこれに対

する反論（Oakley 2001）が見られるなど、対立がある。J．エリオットは、近年の退官回顧録の中で、

SBCD とアクションリサーチの巻き返しを論じている (Elliott 2004)5）。

　この「効果的な学校」の動きは、デンマーク等北欧やオランダ、EU、豪州等にも見られ、World 

Bank が取り入れている (World Bank 2000abcd)。EU では、オーストリア、オランダ、デンマーク、

ドイツ、ノルウェー、スコットランドの６カ国で、カリキュラムと効果的学校の関係は各国で異な

るが、情報交換により、School Based Evaluation をキーワードに同一の動きを進め、質保証の政策

に追い風となっている。EU において質保証につながるスクールベースト評価のキーポイントとして

以下 4つをあげたい。

・　教師は、全ての過程において生徒の学習経験を改善するために、反省しながら計画的に自己評価

を行う必要がある。

・　評価プロセスは厳格で、手段として質向上にはっきりと貢献する正確なものでなければならない。
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・　評価プロセスの結果は、活動計画の優先事項を見極めるために有効に使われなければならない。

・　保護者と児童生徒の目的は一致したものでなければならず、効果的な方法は彼らの声に答えるも

のでなければならない。

ところで、豪州の P. カッタンスは、スコットランドでの経験を踏まえて、効果的学校とカリキュラ

ムとの関係を、グリム童話の蛙王子、すなわち王女とカエルに例えていた。王女はカエルから結婚

してくれと懇願され、王女（効果的学校）にとって困惑する原因でありそれゆえ痛めつける対象で

あるカエル（カリキュラム）は、魔法が解かれることにより王子となりめでたく結婚できるという

のであろう (Cuttance 1987)。

このように、効果的学校もカリキュラムについては課題を残しているのである。

１．３． 英国以外の先進国の質保証に関する取り組み

　欧米先進国とそれに影響を受けたオセアニア地域や一部アジアでは、教育の質保証を確立しよう

という動きが盛んに行われている。

　特に英国のスコットランドから異動した P. カッタンスは豪州で質保証の先駆的な役割を担ってい

る。(Cuttance et al 1980; Cuttance 1980abc, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993abc, 1994abc)。豪

州における質保証の概念は、ビジネス界から教育界に持ち込まれた質の水準（quality standards）、

ベンチマーク (benchmarking)、付加価値（value added）という概念の 1つの言い方にすぎないと理

解されている 6）。教育分野における保証は、豪州においては南部を中心に発展しており、教師の教え

方や学習法、学習環境を改善する 1つのツールであると重要視されてきた。

　1980 年代からいち早く質保証の概念に取り組んできたアメリカでは、教育は国家政策の重要課題

として広く認識され、質を確保するための教育システムの調査や評価がコンスタントに行われてい

る 7）。1996 年には USNEI(The United States Network for Education Information /USNEI) も設立

され、アメリカ国内の教育の質保証を議論する機関も現れた 8）。　　　　　　　　　　

　教育の質保証を主導的に進めてきた英国でも、学校ベースの自己評価や効果的な運営計画を通し

て、質保証を促進していこうとする動きは古くから盛んであった。特にスコットランドは、HMIE（Her 

Majesty’s Inspectorate Education）を中心に“How Good is Our School ？”をテーマとする英国

会議を開催するなどの動きを見せている。

　幼児教育や初等・中等教育を重んじるニュージーランドは、政府による教育の質保証に対する

財政支援も協力的であることから、政府主導で教育の質保証が検討されている顕著な例としてあ

げられる 9）。質保証の確立のためには、その教育制度と教育過程を見直すことが最重要課題とさ

れ、政府の管轄下で ERO（The Education Review Office）や NZQA（The New Zealand Qualifications 

Authority）が組織されて効果的な学校教育が模索されている。

　北欧のデンマークでは、経済変革や民主化のパラダイムと共に 1990 年代から教育の質向上への努

力が始動していた。政府もそれまであった教育のスタンダードを見直しながら、受益者の参加や学

校の自己評価、教育システムの透明性や情報の公開などの具体案を提示し、積極的に質保証に取り

組む姿勢を見せている 10）図表２のとおりである。
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図表 ２　デンマークの教育の質向上と保証

　

 上記のように、ここでは欧米をはじめとする先進国の質保証の特徴を簡単に述べた。近年、国際援

助の現場では UNICEF( 国連児童基金 ) や UNESCO( 国際連合教育科学文化機関 ) といった人権を重ん

じる国際機関だけでなく、世界銀行などの国際金融機関も教育の質向上に関する多くの研究やプロ

ジェクトを行うようになってきた。このアイデアは、実践上の経験を国内外の政策に活用するとい

う研究を指し示し、将来の教育改革の具体的方策を提示し、ブレークスルーに導く点で大きな意義

をもつ。

　このことは、教育の質保証の問題を国内だけでなく国外的な政策として、すなわち国際教育援助

の分野においても教育の質を確保しながら援助を進めていこうとする姿勢をあらわしている 11）。

１．４．　東アジア、特に香港の質保証

　さらに著者は、東アジアから、欧米と比較しつつ、掘り下げる。例えば、国家 ( 州 ) の目標と個

人のニーズとが対立・矛盾するか、しないか、あるいはまた、外部アセスメントによって干渉・介

入し、是正措置を迫り、教員を受身にさせるか、させないかという点からである。

　英国や香港では、よりよい質を求めた学校自己評価をしていくための学校開発プラン (Hopkins 

1994; Ensuring Excellence Project Team　1999 ; Education Department  1999) を提示・契約し

ていくのである。香港は、アジアの中でも教育の質保証に積極的に取り組んでいる国であるといえ

よう。政府のもとに設立された EMB（Education and Manpower bureau）は、教育の促進とマンパワー

の開発を 2 本柱として事業を展開しているが、教育促進においては質保証にも重点がおかれている。

EMB の規準によれば、香港の質保証のプロセスは、国家目標に基づいた教育システムを学校が自己評

質保証のための 

Danish アプローチ 

4. 受益者の参加1. 共通の 

ガイドライン

2. 調査と試験 

3. 行政の 

承認と調査 5. 質の役割 

6. Danish 評価会

7. 透明性と公開

8. 国際的調査

図表３　質保証フレームワーク (左 )プロセス (右 )（EMB 作成）
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価することで、学校教育を改善していくというプロセスを踏んでいくという 12）。

　香港の質保証については、図表３を参考にできる。左のピラミッド型の図では、上から、学校改

善と説明責任、学校主導の自己評価／質保証調査、パフォーマンス指標、目標の陳述を表している
13）。右の図では、右回りに、学校改善と説明責任が、開発計画・学校自己評価・年次報告書、質保

証調査・学校ごとの調査報告書、質保証プロセスにおける概観、HK における学校の全体的パフォー

マンスについての報告、質保証に関する年次報告書と、学校レベル、国レベル、国際レベルを表し

ている 14）。

　まず、学校レベルの自己評価：各学校は学校の目標と手段に基づいて（質保証のための）開発計

画を作っている。学校は自己評価を実行し、年度末には保護者への情報公開にむけて年間報告書を

作成する。

　次に、教育の質保証調査と現場レベルのマンパワー局（Manpower Bureau/EBM）：EBM は学校全体の

パフォーマンスにおける展望を模索するために質保証調査を行い、調査結果を公開する。

　最後に、国際レベルの専門調査員による質保証プロセスのレビュー：質保証プロセスはその目的

達成のために必要である。国や国際レベルの専門調査員による質保証プロセスのレビュー調査を確

立することが進められていくだろう。

　PISA も学校レベルの変数に踏み込むものが出てきており、TIMSS も学校効果関連要因、（Factors 

Associated with School Effectiveness in Science and Math）の詰めが日本では不足している。

　このようなことから、香港では、質保証のプロセスが明示されていることがわかる。ただ、英国

や香港では、外部アセスメントが、教師やさらには市町村にまで、よい教師、よい学校、よい市町

村というように、不安をかき立てている。香港も例外ではなく、教師は外部から相当なプレッシャー

をかけられているという。とともに、the International School Effectiveness Research Project 

(ISERP) の成果として、「効果的な授業」の構成要素（コンポネント）がある（図表４）。台湾、さら

には、翻訳では韓国でも、この効果的学校の動向を取り入れるのに、機を見るに敏である。

１．５．東アジアの中の日本と欧米との比較

　そのような中、別の角度から「学校の教育効果」を、「欧米とは違うアジアから」見ようという動

きも見られる (Cheng et al 1996, Cheng 1997; Cheng 1999)。豪州のＪ .ビッグズは、東アジアに

［学級経営］

ずっと課題に従事している

観察の間中断の数が最小限である

しつけや訓練の問題がわずかかほとんどない

授業を継続して教師はモニターしている

［学習指導］

新しい教材（コンテンツやスキル）を教師は提示している

独自に児童生徒が練習している

教材をおさらいし、まとめることを教師がしている

教師は発問と発問への応答においてスキルを例示している

いろいろな指導技法を教師は用いている

全ての児童生徒が関与する機会を与えている

［学級風土］

学力達成に対して全般的に高い教師期待をもっている

適切な知的な強化やフィードバックを教師は与えている

授業は親しみやすい雰囲気をもっている

部屋の物理的特徴

図表 ４　香港における効果的授業の構成要素　（Lee 2003）
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おける学校効果を概念化する上で、典型的に日本を取り上げ、その地域とコミュニティー（人間関係）

の強さを特筆している 15）。その上で弱点を克服するには、記憶に頼る学習から脱却し、問題中心学

習（PBL: Problem Based Learning）のようなある種のカリキュラムに関わる理論を取り上げる必要

を示唆している (Biggs 1994)。

奇妙なことに、英国での解決策として見られる標準化や画一性というものは、日本では多大な問題

となっている。ところが、英国では逆に、日本を意識し、学校の効果における、極端なアセスメン

ト文化に走る成果主義は、知識を数値や文書に狭めてしまうことの危険が認識されだした。一部

で、日本企業を研究した野中 (1995) の暗黙知の形式知化論に刺激を受けた研究者もいる。英国の

D.H. ハーグリーブズは、「ナレッジマネージメント」や「ソーシャルキャピタル」などに注目し、そ

の知識共有からの「学校における知識創造」を取り上げている。その中では、一部で、「日本の教

師の効果（能力）の改善や授業効果」の証拠を、より適切に組み込むモデルの試案を提案している

（Hargreaves 2001, 有本 2005）。

第２節　「日本的評価」への眼差しから見た今後の質保証に向けて

２．１．「質保証」のスタート地点の日本の独自性とジレンマ

　（１）スクールベーストの理解不足からくる質保証の実施母体と責任の主体性の不明確さという問題点

　日本では、教育の分野では、「質保証」「水準維持」(quality assurance) の問題が、大学評価・学

位授与機構との関連で、高等教育の分野で認識されつつある（Yonezawa 2002, Kimura et al 2003, 

Shimazu et al 2000）。初等中等教育でも 2003 年頃から、中央教育審議会の公設民営の論議で考え

られ始められた 16）。

　ただ、問題は、欧米先進国とはスタート地点の異なる中で、どうこの「質」の問題を取り扱うか

である。一般的に、公的なセクターに持ち込まれた効果（effectiveness）という概念は、主観で数

量化に馴染みにくいといわれている (Christensen 1998)。日本では、実践の技術やノウハウの中に

優れたものがあるにもかかわらず、個人に蓄積され伝承されにくく、ともすれば、国内の議論が内

向きであり、しかもカリキュラムを以前より広く捉えることにより、国、地方、学校、教室での変

数間の関係を問うということがなされてこなかった。

　かつて、M. スキルベックらによって、カリキュラムを「授業・学習の計画や教授細目 (シラバス )、

その他の教育内容について述べられた意図（指導要領のようなものをいうのであろう）を指すばか

りでなく、この意図や計画が実践に移されてゆく方法までも指す」と定義された。すなわち、スクール・

ベースト・アプローチによるカリキュラムは、地方教育委員会、学校、教室での指導形態や学習集

団という様々なレベルを含むと解釈された。それゆえ、スクール・ベースト・アプローチが本来持つ、

学校への外部サポートの重要性と、副次的効果への言及もなされた。しかし、英国では、「アセスメ

ントは、学校において」という伝統が 1930 年代以来の伝統であったことには言及されていなかった。

すなわち、かつて、ホワイトヘッドによって言われていたことは、次の点である。

　「どの学校も、それぞれ独自のカリキュラムに基づいて、卒業証書（サーティフィケイト＝一種の

学習成果証明書）を出さねばなりません。これら多くの学校の基準こそ検討されねばならぬ典型で

あり、修正されねばならないものです。けれども、教育改革で第一に要請されるのは、個別単位と

しての『この学校』なのであり、個々の学校は独自の必要に基づき、学校の先生方により開発され

認定されたカリキュラムを持っているのです。」（ホワイトヘッド『教育の目的』1932）。英国の SBCD
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（School Based Curriculum Development）には、教育の効果を確保する単位としての学校を上げな

がら、個々の児童生徒に対する校外試験という制度を抜きにして考えられない。アセスメントの変

革の歴史は 1963 年、さらには 1911 年にさかのぼる。

　このような歴史を持つ英国と比べると、日本では、カリキュラムを学習のアセスメントにより改

善する上で、地方教育委員会、教室など様々なレベル、特に学校レベルでのフィードバック・ルー

プに参考となる文献が、今日でも稀であることは、問題となる。

　（２）現実的な状況認識の重要性

　そこで、これまで見てきた、欧米の質保証の論議を日本から批判的に検討することにより、スター

ト地点の違いが明らかになる。日本では、アセスメントが授業の中に埋め込まれ、学級文化をベー

スに授業研究がなされてきた。日本の学校においては、アセスメントを含め授業研究システムが校

内研究に位置づいている。基本的に全人教育 (whole person) であり、特別活動を含めて全人格を捉

え、差異を認めにくい。そのため経済リソースを考えにくく、財政面に対する評価が困難であった。

中央では学習指導要領が作成され「指導」が大切にされてきた。官僚と現場教師の（1930 年代後半

からの）政治的対立は評価をより困難にしてきた。保護者や地域住民のアカウンタビリティの考え

は弱かった。

　確かに、日本では 1980 年代に既に、「指導と評価の一体化」が行われてきた。教師が授業の中で

のアセスメントを自発的に行ってきたし、また 90 年代に例えば、国際理解教育において人的物的な

配慮が少しずつ見られるようになり、行財政にも配慮し、教師が受身にならないよう、注意深く慎

重にことが進んでいる面もある。1971 年の 46 答申で言われた中高一貫制度が 1990 年代に軌道に乗

り出したことを考えれば、非常に時間をかけて注意深く進んできているといわれる 17）。「指導主事

への要請訪問」という用語の存在が示すように、自治体が強くコントロールすることなく、国と学

校の間は緩やかで、このことは、米国から見ると、今日から見れば一面的であるが、「soft middle 

level」 (DeCoker 2002) と、「いわゆる緩やかな中間層である」と評されている。C．ルーイスは、中

央が強い割には、逆説的であるが、日本の教師が自律的であったという点を指摘している。見方を

変えて英国と比較すると、日本では英国のように国家が打ち立てる (build) というよりは、地域が

シェイプしてきたのである（McAdams 1993）。アセスメントとスクール・ベーストの２つの軸でいうと、

日本では両軸が連動せずお互い切れているため、左下から右上へ、４つのセルを、順を追って進む

というよりは、バイパスが見られる（図表５）。絶対評価は、ゆっくり踏み切ったようで、実は急激

学校基盤 SCHOOL‑BASED  

集団準拠

    2002年以降 

目標準拠

 

NORM   

REFERENCED

 
 

1960年代から 90 年代にかけて

 

  CRITERION 

REFERENCED 

中央集権 

図表５　1960 年代からの日本における政策変化
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な変革であるように見受ける。しかし、日本の場合、目標準拠アセスメントに踏み切ったにもかか

わらず、スタンダード（めやす）を考えたり、留年や退学の導入の検討、入学者選抜試験のあり方

に踏み込まず、また、スクール・ベースト・マネージメントのように権限 (empowerment) を学校に

付与し委譲できずにいること、各教科の授業時数を中央が規定し時間によりコントロールしている

ことを考えると、曖昧な舵取りのように思われる。英国では各教科の授業時数でコントロールして

おらず、目的から出発するカリキュラムにおいて、サポート構造が見られ、両者、すなわち、「スクー

ル・ベースト」ということとアセスメントが連動する動きがある。その点では、豪州も同じである。

（３）日本的評価にある諸刃の剣としての文化的背景を認識する重要性

　このようなことから、日本では、内輪で取り仕切る日本型評価という点でジレンマを抱えている。

日本の教育の質は、組織文化や構造関連（Ouchi 1981,Tanabe 2000）からはこれまで注目されてきた。

背景には、何よりも、「滅私奉公」という集団のための自己犠牲からくる日常かつ普段からの資質向

上と自己改善志向に大きく依存してきた（Christensen 1998）。そのようなことから、これまで研究

的には、社会心理学の分野からは、教師の指導の効果については、学校規模からの指導性の研究 (佐

藤 1998、1999)、学校の校則との関連 (丸山 1993) などは見られたが、カリキュラム評価は、これまで、

あまり進まなかった。その理由として、背景に次のような文化的特徴をもつと筆者は考える。

　既得権益と快適さを維持する背景に、「内輪で取り仕切る」（lead and have complete control 

over school that would be done internally behind closed doors）、「寄らば大樹の蔭」（You had 

better come under the larger trees to be protected from the rain）」、「もたれあいの関係」

(back-scratching relation)「身内意識」(a sense of belonging)、「温情主義」(paternalism)、「長

いものには巻かれろ」（Yield to the powerful）、「出る釘は打たれる」(The nail that sticks up 

gets hammered down) など日本の文化 18）が評価に関わり背後で支えている点は、筆者の実際の滞在

経験による日英の違いから推論される。

　また日本の国民性として「効果よりも義務であり、教育投資に見返りを求めない」ともいわれ 19）、

住民の「目利き」(connoisseurship) も弱かった 20）。何よりも、conformity（大勢順応）という（規

則・慣例などに）従う、結果の平等のみを追う画一的な既存の基準に沿った行動を取ることが、大

きいと考えられる。海外からは、「縮む (shrinking or compact) 文化」(Li 1982) 、「お互い気持ち

よく共存するために自己主張を抑え、しきたりを大切にする『箱の中』のような、効率がよく、統

制がとりやすく上下関係がはっきりした社会」(March 1996) として、評される。このことは、目に

見えない統制に手を貸してきたように見え、「寄り合い（gathering together, to press in closer 

to come or bring together in one place）文化」「触れ合い文化」「座の文化」（the reductive 

concept of the theater）から、内輪での開発として、授業実践に批評をはじめとした評価が盛ん

であることと関連すると思われる。

　この土壌は、改善には役立つ一方で、ブレークスルーを生み出しにくい点で、ハイリスク・ハイ

リターンをめざす国境のない知識経済の中では、危険を伴う場合もある。ここにきて、学力低下と

雇用不安が世論に膾炙されるようになってきた。つまり、人的資源から見ると、リソースであると

同時に、ある局面では、制約となりうる。暗黙知で常識化されているがゆえに、逆説的であるが、

明示的な経営上の理念が求められる。説明責任に関して「外国をモデルにすることの落とし穴」「日

本にある多くの制度（しくみ）は、その本来の機能を果たしていない」と、Wolferen（1994）も指

摘している。そこで、二者選択が考えられる。すなわち、１つは、これまで行ってきたように、こ
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れからも、当面の政策目標として、漸進的な調整を行い、漸進的改革で足りるのか、今 1 つは、そ

れともブレークスルー ( 突破口 ) を見出し、改革の評価をきちんとしながら、段階的に行う、とい

うものである。

２．２．　外圧による質保証

　（１）外圧の到来－ブレークスルーとしてバネにするか　

　a. 質の公表という外圧に関しての自治体による取り組みの差

　現在、外圧をバネに突破口を見出し飛躍するかどうか、それとも漸進的調整か、日本の状況は、

10 年先すら見えない状況である。そこで、両方のスタンスをもちつつ、以下では、現在進行中の海

外との共同プロジェクトから、教師や授業の良し悪しの指標づくりを含めた質保証の原理や方針を

明らかにしたい。

　かつて 1990 年代後半に、学習指導要領を、national standards for curriculum ではなく、文部

省初中局の山際隆主任視学官（当時）は、national standards for school based curricula と訳し

ていた (Yamagiwa 1994) が、筆者に対しては、School Based Curricula は、私学にしか適用できな

い旨の話であった。そこからより進んで、10 年経った今日、最低基準としての性格がより強く求め

られだした。

　他方アセスメントについては、地方自治体が学力テストを独自に実施する動きが広がり続けてい

る 21。その利害関係者の多い外部によるハイステイク・アセスメント (high stake assessment) の

公表やフィードバックの仕方に違いが出てきている。日本では６・３制の見直しもある中、発達と

学習に即して、検討していくことになるだろう。

　日本では現在、地方交付税等の絡みもあり、市町村の合併の最中である。ここにきて、その流動

性から来る外圧からか、支払う税金に注目がなされてきつつある。ところが、全国的に水準を揃え

ようとしても、都市中心部、都市周辺新興都市、農山漁村別など地域格差は、どうしても拡大する。

例えば、ICT の学校への導入率を見ても、数値化されているデータがある。

　このようなことから、アカウンタビリティ（説明責任）の動きも同時にスタートしている。将来

おそらく、自治体による学校別成績公表を乗り越える成果を、学校が公表する動きが出てきてこそ、

あるいは少なくとも少子化に伴う（公設民営型の学校であるコミュニティ・スクールを含む）学校

選択で保護者の目利きが求められる中でこそ、本来の「スクール・ベースト」となるであろうと考

えられる。

　ｂ .外部組織と学校の相互作用、特に質の公表に向けた診断道具と専門家の必要性　

　ここにきて、利害関係者として重要な「プレーヤー」としての評議員 (governors) は、専門家で

はないことから、第三者機関や研究者は、学校全体に関わらざるを得ない 22）。ようやく、研究者サ

イドから効果的といわれる学校（小学校）を一次元的ではあるがデータにより明らかにする研究（鍋

島 2003）も出てき始めた。外部の力を借りて、特に中学校や高校では、教育観を同僚同士が吟味検

討していく技法と手続きが必要でありどうしても成し遂げなくてはならないだろう。ただ、米国や

英国等と比べて授業観察の道具は、不足したままである。インターベンション（Intervension「是

正措置」）という概念もほとんどなじみがなかった第三者評価は、日本的慣習への挑戦であろう。

　将来は、結果がプランのあり方やリソース配分の見直しに跳ね返るような診断評価へと行政を含

めて、第三者評価など体制作り・パートナーシップ作りを進める必要がある。そのためには、納税

者が払ったお金がどう使われているか確認でき、公正だと感じられるようにするなどの作業がある。
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　ただ、ここで、注意しておきたいことは、質保証を導入するからといって、筆者が、英米一辺

倒、欧米先進国追随という立場をとるものではないということである。なぜなら、米国や英国の強

みであると思われる、「カリキュラムのチェック (Checking national curriculum)」「学校の比較

（Comparing schools）」「学校のモニター（Monitoring schools）」に関しては、そのまま受け入れて

良いかというとそうではなく、Ｃ．ルーイスによると、米国では、モニターを実質的に行うことは

不可能であるという意見もあるからである。そこでこれからの日本では、アカウンタビリティを伴

いつつ、テストスコアという極端なアセスメント文化に走らない「成熟した競争主義」が求められる。

（２）授業や教員の良し悪しを指標化する道具の開発プロジェクトとその背景にある暗黙知

　欧米の効果的学校には、平等 (equity) とは別に、卓越性 (excellence) の側面がある。ただ、筆

者はこれを理解する上で、日本の「特色ある学校」を相対化してきたのであるが、1980 年代 90 年代

と、次のことへの自覚はなかったように思われる。

　一般的に知識を産出する活動の場には、欧米には言葉や数字でたやすく伝達共有できる情報処理

機械としての組織観がある（Nonaka1995）。確かに、英国での質保証論議には、背景にテストスコア

という効果による学校の改善という、アセスメントへの過大な依存ともいうべき限界も認められる。

そこで、米国やオランダからは、授業や教師の良し悪しから、教師の資質向上プログラムを経て学

校改善に進む道筋という代案が出されてくるに至る（図表６）。この図を提出した米国の C．テドリー

は、効果的学校に関して 10 年間の追跡研究も行っている。

　日本では、構成員が、目指す子どもの姿、目指す授業像など教育観を同僚と議論し、授業作りの

方策をミックスし曖昧な概念のもとでバナー（一種の主張）ともいえる学校研究主題（テーマ）を

共有し解釈している。教室での実践 23）という現実重視のプロセスが学校の組織過程の中に組み込ま

れている。「願い」を背骨として構成員が方策をミックスしていくのである。これまで個人の深いコ

ミットメントに加えて、「暗黙の知」がある。しかも、技術やノウハウが個人に蓄積され伝承しにく

いという問題がある。学校教育においては、現職教育は校内の同僚との機会によるものが最も重視

されてきた (Shimahara1997)。教育方法についても研究授業 (research lesson) が機能し強い独特

の文化をもってきた (Lewis 2000)。「暗黙知」の共有の場としての学校があり、異なる経験を持つ

教員の間の相互作用、さらに教師の力量形成としての直接体験として研究発表会があった。さらに、

教育経営面からは、「学校ぐるみ」といわれるように、内輪でリソースを取り仕切る体制であり、公開・

評価・参加などのキーワードが通用しない。

　そこで筆者は、欧米と同じ土俵に引き込むため、図表６に日本的な特徴を加筆し付け加えてみた。

　とすれば、今後の課題としては、カリキュラム評価やアカウンタビリティを強化するととも

に、教員の差を克服する手法として、海外から参加が要請されている共同プロジェクト (ISTOF: 

International System for Teaching Observation and Feedback) において主導権をもつことが、最優

先事項であろう。なぜなら、日本が潜在的にもっており、そのため欧米の効果的学校に関する研究者

が課題としている、「授業や教員の良し悪し」の指標を作成して、授業観察からの「スクール・ベースト」

でのフィードバックを教員一人ひとりに行うような、内部自己評価道具を開発できるからである 24）。

　そこで、日本の教育効果を文献からまとめてみる努力（Knippruth 2004, Knippruth & Arimoto 

2005）が求められる。こうして、国際社会に投げかけられるよう、比較のための評価基準であるベ

ンチマークによる質保証をめざす 25）。

　図表７は、筆者が、R. ステイクのマトリックスをもとに、日本の授業効果、効果的な授業を探る上で、

カリキュラムとアセスメントの中核に授業観察をおき、そのフィードバックから考えようとしている
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(E)学校の改善
(A) 教 師 効 果

の研究(TER)

(F) 教 師 効 果 の 研 究

(TER)／学校効果の研

究(SER)

(G) 学 校 効 果 の 研 究

(SER) 

(C)教員の資

  質向上 

(D)教師の改善(B)教師の評価

○(A)教師の効果研究(TER)は、(B)教師の評価に情報提供してきた（特に米国）。 

○(A)教師の効果研究(TER)は、(G)学校効果の研究と結び付けられ、(F)教師効果研

究／学校効果研究として、促進されてきた（特にオランダ）。 

○(F)教師効果研究／学校効果研究は、また、(B)教師評価に情報提供してきた 

○個々の学校（あるいは研修センター）での、(C)教員の資質向上は、（B）教師の

評価、(F)教師効果研究／学校効果研究 TER/SER、そして(G)学校効果の研究の

結果によって、情報提供される。 

○(C)教員の資質向上プログラムは、(D)教師改善を生み出すのに用いられ、それは、

教師行動の積極的な変化からなる。教師行動の積極的な変化は、(G)の SER によ

って間接的に知らされることもある。 

○教室行動での教師の改善は、生徒の学習に積極的な変化を生み出し、(E)学校改

善に結びつく。 

暗黙知と授業実践志向による学校研究

組織という日本型の漸進的継続的改善

（点線内は文化に支えられた実践） 

図表６　教師効果の研究 (TER)、学校効果の研究 (SER)、教師の評価、教員の資質向上、教師

　　　　の改善、学校改善の間にある概念的なリンク
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図表７　日本の学校における教育効果研究のための効果的な授業
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現在の指標作成のベースとなるものである。これは、OECD/CERI(1982) による学校改善の概念地図を読

み替え、日本でアレンジを行ってきた結果である。これによって、教室での授業プロセスの改善、効

果的な授業のための条件の改善、学校レベルの特徴による授業の改善が同時に図られると考えられる。

　教育実践者からすれば、教育評価を踏み台にして、即授業実践の改善、学校レベルでのカリキュ

ラム改善に役立つ研究がほしいと考えられる。他方、政策立案者にとっては、脱中央集権化にあたっ

て、「よい学校、効果的な学校とは何か」を問いつつ、カリキュラムの評価・改善という問題と格闘

しているように思われる。筆者は、両者、教育実践と教育政策を結ぶ研究として、以上を提案してみた。

第３節　まとめと展望

　特集では、「学校評価」とか「スクール・ベーストの評価」といった案が浮上したりもしたが、結局、

教育評価として括られた 26）。筆者の論点で重要なポイントは、カリキュラム評価とアセスメントを

中心に、授業レベルから学校レベルを同時に見るということであるからである 27）。この日本型質保

証は、わが国の実践によるプロセス志向の風土を考慮に入れるならば、欧米の「効果的学校」の代

案として、日本では、よい学校を、脱中央集権状況下での (地方教育委員会から教室レベルにいたる )

様々なレベルでの、「（中央の曖昧な意図を）『変形できる力のある (transformative) 学校』と読み

替えることを提案できるかもしれない 28）。

　それにより、わが国の実情に照らした、内輪で取り仕切る「日本型評価」からスタートしながら、

これまで見てきたような「日本型質保証」の原理が、今後の変革の切り札となることを望みたい。

これは、いうまでもなく、国内では未だ馴染みが薄く、理解が行き渡っておらず、また役割が期待

される割には、可能性が軽視されてきた、内と外に開かれた「スクール・ベーストの評価」への変

化である。「スクール・ベースト」の概念は、OECD による東京セミナー (1974) で提案されてより、

30 年を過ぎようとしているのである。

　以上のようなことから、著者は、カリキュラム評価を、英国のように、教育変化 (educational 

change) に変質させてしまうのではなく、日本に伝統的な授業研究と蓄積の見られる授業評価から出

発し、「スクール・ベースト・アプローチ」による「カリキュラム評価」を中心に、授業と学校を別

にしてバラバラにするのではなく、同時に見ていくべきだという説を提起する。この質保証は、国

内はもちろんのこと、国際教育協力にも展望を見出すものである。すなわち、このような教室から

学校全体への志向性は、もっぱら国内における政策立案者－教育研究者－教育実践者（と学校利害

関係者）の往復作用に留まるものでない。海外先進国間での質保証比較はもとより、ODA の質的向上

として、国際教育協力での質保証への応用にもこれから確実につながっていくものと期待される。

謝辞：質保証に関心のある早稲田大学大学院生の尾崎由比さんに国際教育協力の立場からお手伝い

いただいた。

註）

 1)　読売新聞 2004.07.14 付「国の義務教育費負担　廃止の是非、知事会で議論へ（解説）」

 2)　これ以前には、国立教育研究所による 1949 年岐阜県への調査がある（「教育課程の評価―岐阜県小中学校

教育課程における一つの試み」『国立教育研究所所報』8-1: 19-37）、「小中学校教育課程の実態調査」『国立

教育研究所紀要』第２集）など）。レビューでは、金子孫市 (1957)「カリキュラム評価の研究－米国中等学

校基準の共同研究を手がかりとして」『カリキュラム』29: 43-45。なお、戦前には、学校で教育指標を作成
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していた（東京市横川尋常小学校 (1933)、窪川尋常小学校など）。

 3)　http://www.mext.go.jp/b_menu/soshiki2/15.htm(2005 年 1 月 11 日検索 )

 4)　到達度評価については、1980 年代には、criterion を評価基準として紹介されたが、平成３年より、法令

用語として「評価規準」という用語が使われるようになる。

 5)　2002 年 5 月の討論会 http://edu.uwe.ac.uk/cred/events/020529.asp?printer=1、2004 年 7 月の退官記

念コンファレンス http://www.uea.ac.uk/care/Conf_JRJE/Confwelcome.html　( いずれも 2005 年 1 月 11 日

検索 )

 6)　http://www.aare.edu.au/98pap/woo98323.htm(2005 年 1 月 11 日検索 )

 7)　http://www.ed.gov/index.jhtml?src=a(2005 年 1 月 11 日検索 )

 8)　http://www.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/us/edlite-natpolicy.html(2005 年 1

月 11 日検索 )

    http://www.ed.gov/about/offices/list/ous/international/usnei/edlite-about.html(2005 年 1 月 11 日

検索 )

 9)　http://www.minedu.govt.nz/index.cfm?layout=document&documentid(2005 年 1 月 11 日検索 )

10)　http://eng.uvm.dk/factsheets/quality.htm?menudi=2505(2005 年 1 月 11 日検索 )

11)　このような世界的な流れの中で日本の教育の質はどのように保証されていくべきか、さらに ODA の第 2拠

出国となっている日本の国際援助はどうあるべきかを考えていかなければならない。

12)　http://www.emb.gov.hk/index.aspx?nodeID=102&langno=1(2005 年 1 月 11 日検索 )

13)　http://www.emb.gov.hk/index.aspx?langno=1&nodeID=2188(2005 年 1 月 11 日検索 )

　   http://www.emb.gov.hk/index.aspx?langno=1&nodeID=741(2005 年 1 月 11 日検索 )

14)　http://www.pisa.oecd.org/knowledge/chap7/b1.htm(2005 年 1 月 11 日検索 )

     http://timss.bc.edu/timss1995i/effecive_schools.html (2005 年 1 月 11 日検索 )

15)　中国を中心にアジアでは、天・地・人 (Tian ling di li re he) の考え方が古来より伝統にあり、日本で

は地人関係というように典型的に突出しているというように考えられ、一種のソーシャル・キャピタルとし

て指摘されよう。

16)　2003 年夏、中教審で「公設民営化」の調査のため、WASC(Western Association for Schools and 

Colleges) など公的な機関を調査した。その後、木村孟大学評価機構長と合流し、日本でも初等中等教育で、

Quality Assurance をする必要があるとの話を伺ったのである。筆者は、その際、「塾などに通わせ学校へ

の不信を募らせるのは親の学校に対する説明責任への不信の裏返しである」という話で終わったように記憶

している。しかしである。よくよく考えてみると、1995 年の英国滞在時にケンブリッジ大学大学院の M.Phil

コースのシラバスに含まれており、当時のゼミでは、理解に苦しんだのを忘れていた。日本では、学習塾の

成績への影響があり、数値として見えにくい。ただ、1970 年代より米国、80 年代は英国、豪州と行い、最

近では、香港、アフリカですら、このような議論が盛んである。学校区で税金による政治的な様相の強いこ

とである。

17)　読売新聞 1997 年 6 月 2 日付

18)　日本の学校では、「皆で押し上げていく」(give a boost to, drive or push up a school in groups 

among us)、「みんなで危機に当たる」（we must all work together to deal with this crisis）というよ

うなカルチャーを持っている。「同じ釜の飯を食う」(eat rise in the same pot)、「座を取り持つ」(keep 

a group amused) などの暗黙の了解がある。そこから、「学校ぐるみ」（school-wide involvement which is 

very friendly as a family and is systematically practiced with the consent of the school, often 

like close family friend, and with cooperation of the whole community）で取り組み、「ありのままを

見て」（seeing things as they really are）、「教育『観』をもって『育てたい子ども像』」を掲げ）（contemplate 

the best form of education or one’s view of (outlook on) education, conjure up the image of our 
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students）、「学校研究主題を掲げ研究部会を組織し」（organize staff meetings with an agenda in a 

school）、「心に残る姿など生き生きと描写し」（give a vivid description of the image）、「課外での子ど

もの実態、授業や学校それに地域のあるべき姿について話し合いつつ、学業だけでなく、全人教育を行う」

(address issues of both academic achievement and mental health at the same time, discussing what 

students is supposed to be about, up-close view of students, favorite image and ideal situation 

of teaching and actual shape of school and local community) のが、強みであろう。また、中国を中

心にアジアで共通する「忍耐」(tolerance) とも違う、「思い遣り」(compassionate consideration for 

others) が日本には見られる。［全て筆者の意訳による］

19)　東京新聞 2003 年 5 月１日付け記事

20)　「目利き」という点では、納税者が投資への見返りを求めないくらい教育好きなのであろうか。それとも

サラリーマン大国で税金の感覚が麻痺しているのであろうか。「保護者が学校に不信を示し塾に期待するの

は、アカウンタビリティへの日本的な表明の仕方である」との指摘がある（Abiko 1993）。

21)　文部科学省の平成 15 年４月現在でのまとめによると、平成１５年度中に行う都道府県・政令指定都市の

教育委員会は４３教委にのぼる (2003.05.26 朝日新聞 )。

22)　今後は、学校内外のアセスメントを伴いつつ、さらに一段と、実践者と研究者によって、カリキュラムの

アクションリサーチへと高めることが求められる。その際、エスノグラフィーという手法という手法自体は、

本研究も十分展開の可能性の余地が残されている。　

23)　非常に注意深く、細部に気を配るという意味で、meticulous である点は、日本庭園、陶磁器など日本文

化全般に見られる。

24)　米国、英国、カナダ、ドイツ、オランダ、ベルギー、フィンランド、アイルランド、キプロス、中国香港、

アルゼンチン、ブラジル、インド、トルコ、マレーシアをはじめ、南アフリカなど開発途上国との国際共同

研究による観察システムの開発（妥当性検証）とフィードバックによる教員の資質向上の提案を含んでいる。

日本の参加は、決定的に重要だといわれている。映像は、英語でのプロトコール版を作成する予定）。方法

論として、教室観察の方法として、観察とフィールドワーク（各教師複数の授業を観察）を行う。

25)　現時点でプロジェクトは継続中であるが、初期段階では、授業観察道具の国際指標における構成要素は、(1) 

評定と評価、(2) 指導の明確化と教室のコミュニケーションの明確化、(3) 学級風土と環境、(4) 学級経営、

(5) 個別化教育とインクルージョン、 など１１を見出している。

26）　海外においても、House (1973) の学校評価から、スクール・ベースト・評価が主流になっている（Wick 

1987; Nevo 1995, 2002）。

27)　これには、学習プロセスの効果を高めるために知識とアセスメントの再構成は無関係ではない。構成主義

は、知識は確立した絶対的なものではなく、学習者によって構成されると見る（但し、このことは知識・技

能を軽視するものではない）。特にこの１０年ほど、構成主義の考え方が世界的な流れとなってきた。さらに、

World Bank の取り組みに見られるように、グローバルな国境のない知識社会との関わりで、教育が見直さ

れるようになり、かつてないほどスクール・ベースト・研究開発（SBRD）の需要が高まっている。

28)　この時点で、日本独自の学校研究主題と「学習」観についてその一貫性に焦点をあてリソース配分に注目

した評価が求められてくる (Arimoto 1995)。どれか 1 つの要因だけを取り上げるのではなく、学習（指導）

に向けられた学校研究主題を「指標」にした学校全体の変数やファクターの相互関連が重要である。もともと、

筆者らが作成してきたチェックリストは、研究紀要という文書等に現れた、学校という組織によって研究授

業の試行錯誤を繰り返した体験を通して創造された知識であった。主観的な洞察、直観、勘の他に、理想や

教育観、信念というべき学校としての研究主題がその背後にあり、今日から言えばさまざまな学習観（完全

習得学習、発見学習、問題解決学習、体験学習等）とそれぞれの自己評価、アセスメント（ポートフォリオ

含む）に迫るものであった。これはいわゆる利害関係者の少ないローステイク・アセスメント (low stake 

assessment) であり、将来は、スクール・ベースト・アセスメント (School Based Assessment) となりうる
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ものであった。
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＜総括と展望＞

　では、本特集の趣旨に掲げた問いに対して、どのような解答をまとめることができるだろうか。

（１）日本における教育評価観の特質と意味

　橋本論文は、江戸時代の評価の特質を、「励みのため」「学事督励のため」の制度に見いだし、組

織統制論的に機能するしくみであったことを明らかにしている。しかし、その評価のあり方には、

儒教的な教養形成・自己開発を主眼とする教育価値とは矛盾するものがあり、江戸時代においてす

でに＜組織統制論と組織開発論の相克＞があったことを示唆している。言い換えるならば、組織統

制論的な評価観にも組織開発論的な立場の評価観にも、近代以前にさかのぼる歴史的伝統があるの

である。

　このことは、今日の日本における教育評価の実際を考える上で、重要な意味を有する。橋本論文

によれば、統制論的評価も開発論的評価も評価のあり方として確立されていたわけではないが、こ

れまでの通説的な「教育評価が欧米諸国から移植された」という単純な系譜ではなく、理念レベル

または実践レベルにおいて日本人の歴史的経験として近代へと継承された部分があると考えること

ができるのであり、その継承された「評価の意味づけ」には今日の欧米流教育評価観と相容れない

側面がありうることを示唆しているのである。

　では、その伝統的な教育評価観の基底に流れている意味は何か。橋本論文からは、「儒教的な教養

形成・自己開発を主眼とする教育価値」と述べられているように、個人中心の精神修養的な指向性

が読み取れる。

　この側面を、研究開発学校における教育課程評価を扱った有本論文では、海外から日本への眼差

しの整理を通じて、「プロセス志向の社会風土」として描き出している。すなわち、精神が主要な目

標であり、「素直」や「豊かな」といったことが重視されること、「内省により自ら気づく社会」で

あること、あるいは非認知的な特徴をもちつづけていること、そして「甘え」や「義理」が支配的

であることが、日本的な教育価値の根幹を形成し、それらが欧米流の教育評価に対する対抗論理を

構成していることが示されている。したがってまた、日本の児童生徒のメンタリティーとして欧米

にはないプラスアルファーとしての「何か」が文化の中で維持されてきているとの考えを打ち出し、

また、「指導」という用語が多用されることにも示されるように、目的に向かって教え導くという伝

統や内なる精神性があることを示唆し、このようなプロセス志向の風土では、人間観や世界観など

に行き着くことを論じている。しかも、そのさらなる根底には「言霊思想」があることを示し、合

理的な評価システムの構築に向けて欧米と同列の議論に加わると同時に、日本的な教育価値の実現

に向けて、明示的な目標以上の事柄が求められることを説明している。そして、こうした特質を備

えているために、欧米流のモデルに甘んじることなく、そうでない潜在的な底力となる能力を掘り

起こしていく面があるとの考えを提起している。

【特　集】
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　こうした提起の背景には、有本が取り組んできた研究開発学校におけるカリキュラム開発の追跡

的な調査分析がある。有本論文によれば、指定期間が限られていることから、研究開発学校が目的

合理的に研究過程を構成し、その結果、開発過程において副作用や副産物や当初意図しなかった副

次的効果などがあまり重視されなかったことを明らかにし、そこに日本の伝統的な価値志向である

精神性への配慮、プラスアルファーのなさを見いだしているのである。しかも、そのことによって、

開発すべきカリキュラムと学習、そしてそのアセスメントが連続的な関係をもって形成されず、統

制論的な評価が十分に機能してこなかったことを問題として引き出している。

　こうした問題を抱える一方で、日本における強みを、評価が授業プロセスに向けたものであること、

効果的な授業の条件に対して同僚同士がインフォーマルな場面も含めて学校全体で改善を動機づけ

ていること、そして効果的な授業の方法を身につけるものであることに見いだしている。この点は、

橋本論文で描かれた個人中心の「励み」と「修養」のプロセス志向と対をなし、日本的な集団特性、

組織戦略の特徴を引き出したものといえる。

　その指摘に基づくならば、日本の小学校では、伝統的に校内研究が盛んであり、しかも公私を超

えた良好な人間関係を基盤に集団主義志向を有してきたが、そのことが授業研究や授業評価への取

り組みへと発展させうる可能性を生んできたといえる。

　しかし、そのような授業レベルを超えた学校経営の問題を扱った木岡論文では、目標のあいまい

さや組織としてのまとまりの弱さを指摘しながら、それゆえに学校評価が十分に機能せず、形骸化

の一途を辿ってきた経緯を明らかにしている。その経緯は、学校が制度依存して組織が備えるべき

要件を成熟させてこなかったことの証である。

　ただし、そこには上記の橋本論文や有本論文が指摘する日本的評価の特質と密接に絡んだ問題を

見いだすことができる。日本では伝統的に、組織よりも個人に視点がおかれ、また言霊思想や内な

る精神性に価値をおく指向を有していたがゆえに、組織目標が明確にならず、ひたすらに献身的に

各教職員が自らの活動を点検し、そのことに疲弊していったとみることができよう。ここには、日

本のさらなる特性と考えられる努力主義志向、勤勉・勤学志向を見いだすことができる。

　しかし他方、日本の伝統的な職場風土である同僚間の良好な関係が成立するならば、個々の評価

から組織開発へと大きく展開していく可能性があることを大津市の事例を通じて明らかにしている。

また、そうした内なる動きと外からの協働的な関わりが噛み合っていくならば、いっそう大きな展

開が引き起こされることを品川区や淀江小学校の事例をもとに示唆している。さらに、そのような

取り組みにおいて授業評価への指向が見いだされるが、それは上記の有本論文に示されているよう

に、同僚性のあり方と関わって、日本の強みの発露、授業プロセスへの着目による展開であると説

明しうる。

　そして、最後の有本論文では、日本では日本型評価という点でジレンマを抱えていることを指摘

している。日本の教育の質は、「滅私奉公」という集団のための自己犠牲からくる日常かつ普段から

の資質向上と自己改善志向に大きく依存してきたことから、既得権益と快適さを維持する指向が強

く、「内輪で取り仕切る」、「寄らば大樹の蔭」、「もたれあいの関係」、「身内意識」、「温情主義」、「長

いものには巻かれろ」、「出る釘は打たれる」など、文化が日本的評価を背後で支えているという。

　また日本の国民性には「効果よりも義務であり，教育投資に見返りを求めない」との考えがある

こと、住民の「目利き」も弱かったこと、何よりも conformity という規則・慣例などに従うこと、

結果の平等のみを追う画一的な既存の基準に沿った行動を取ることを挙げ、「縮む文化」 や「お互い

気持ちよく共存するために自己主張を抑え、しきたりを大切にする『箱の中』のような、効率がよく、
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統制がとりやすく上下関係がはっきりした社会」として海外から評されていることを示している。

　さらに、このことが、目に見えない統制に手を貸してきたように見え、「寄り合い文化」「触れ合

い文化」から、内輪での開発として授業実践に批評をはじめとした評価が盛んであることと関連す

るとの示唆を引き出している。そして、この土壌が、改善には役立つ一方で，ブレークスルーを生

み出しにくい点でハイリスク・ハイリターンをめざす国境のない知識経済の中では危険を伴う場合

もあるとの見解を示している。まさに、強みと弱みが表裏をなしていることが示唆される。

（２）日本的な教育評価の展望と課題

　橋本論文は、日本人が江戸時代での経験を通じて試験制度は知っており、西洋由来のカリキュラ

ム論や教授学となじむかどうかには拘わりなく、試験についての豊富な経験をもっていたため、ま

たたくまに全国の小学校での試験制度を成立させたことに、日本人が評価について大きな誤解をし

ている可能性があることを示唆している。ひたすらに、勉強を励ますための評価・努力をさせるた

めの評価・人々の学びを統制するための評価だけに沈潜してきたのではないかと問いながら、我々は、

白紙で欧米の教育を受容したものではなく、独自の慣行と思想をそのままに、欧米の方法論を接ぎ

木した可能性が大きいことを示唆している。そして、そうであれば、より自覚的に我々の評価観や

実践を問い、政策と教育現場がよりいっそう内容のある情報交換を実現しなくてはならないとして

いる。そのためにも、研究や研修のためのコストや労力、さらに評価の原点に立ち返っての施策の

点検が必要であると論じている。

　教育課程評価の側面からは、有本論文では、開発論を強化する観点に立って、実践者と研究者によっ

てカリキュラムのアクションリサーチにより、学校内外のアセスメントを伴いつつカリキュラム評

価を進め、「スクール・ベースト」というアイデアの深い理解に至ることを求めている。また、その

ために、恒常的なデータをもってきちんとモニターし、スタンダードを公表し、向上が見られない

地域や学校には、理由を探り、手厚い予算化や是正措置を図ることが求められるとしている。さら

に、総合的な学習のカリキュラム開発を通じて、ペーパーで測れる学力とともに、ペーパーで測れ

ない応用力、創造する力がアセスメントされ、学校の評価に役立てられるべきであること、そして、

草の根的な企画型の教育研究開発、アジア太平洋地域とも関わる提案型の研究開発が求められるこ

とを示唆している。それはまた、教育の専門性を知識やスキルの側面だけではなく、国際的なスコー

プと教育内外の環境に対する相対的な認識力、洞察力の側面からも深化させることの必要性を示唆

するものといえる。

　木岡論文では、教育研究者などの専門家によるチーム評価に意義を認めつつも、指導主事でさえ

十分に確保できてこなかった日本の教育行政システムからすると実現が困難なであるとの見通しを

示し、学校間連携も一つの打開策となるとしながらも、大津市の辿った経緯からすると、そこにも

形骸化の怖れがあるとして、まずは管理職が学校組織開発の考え方と手法を備えていくことが不可

欠との見解を提起している。それとともに、状況を客観的に分析した専門的な助言が必要であり、

その意味でアドバイザーの存在も不可欠であるとして、教員養成系大学において進められてきてい

るスクール・リーダー養成のための大学院づくりにおいて大学院スタッフ自体のコンサルティング

能力の開発に期待を寄せている。また、鳥取県教育センターの学校教育支援室をモデルとして、複

数のアドバイザーによるチーム編成と、そのアドバイザーの活動を補完する常駐スタッフによる支

援システムの確立を求めている。そして、学校評価システムの構築には、学校評価にのみ眼を向け

るのではなく、学校を総合的に把握し、そこから浮かび上がってくる種々の問題に対応できる複眼
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的な仕組みづくりが必要との見解を打ち出している。

　最後の有本論文の重要な論点は、カリキュラム評価とアセスメントを中心に，授業レベルから学

校レベルを同時に見るということである。そして、この日本型質保証は，プロセス志向の風土を考

慮に入れるならば、欧米の「効果的学校」の代案となりうることを示している。

　この指摘は、今日、各地で様々に取り組まれている教育評価実践を統合しうる軸を提供するもの

である。それは、授業評価から学校評価へ、さらに個から組織へ、という見通しであり、変わらな

い学校から、「変形できる力のある (transformative) 学校」へ、という展望である。

　こうした軸を打ち立てることは、日本の実情に照らした、内輪で取り仕切る「日本型評価」から

スタートしながら、「日本型の質保証」の原理が展開していく可能性を引き出すものといえよう。こ

うした展開は、有本論文が指摘するように、国内では未だ馴染みが薄く、理解が行き渡っておらず、

また役割が期待される割には可能性が軽視されてきた、内と外に開かれた「スクール・ベーストの

評価」への変化である。

　こうした考察をもとに有本論文の結論（それは、われわれの結論でもある）をまとめるならば、

日本に伝統的な授業研究と蓄積の見られる授業評価から出発し、「スクール・ベースト・アプローチ」

による「カリキュラム評価」を中心に、授業と学校を別にしてバラバラにするのではなく、同時に、

その意味で全体的に見ていくことによってこそ、日本に適合的な評価システムを構築しうるといえ

る。この質保証は、有本論文が指摘するように、国内はもちろんのこと、国際教育協力にも展望を

見出すものである。

　すなわち、教室から学校全体へと志向し、さらに国内における政策立案者－教育研究者－教育実

践者の往復作用の閉じた循環からも脱して、保護者や地域を巻き込みながら評価システムを構築し

ていくならば、それはきっと国際教育協力での質保証への応用にもつながっていくものとなろう。

本特集で繰り広げた分析や考察が、その一歩となることを期待したい。

　最後に、こうした研究交流の場を提供いただいたことに感謝して稿を閉じたい。

（執筆者代表　木岡一明）
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－米国における優秀教員認定制度に注目して－

A Study of Tacit Knowledge in Teachers:

Considering the National Board Certification System in U.S.A. 

千々布敏弥 *　
                                                                              
                                          

Abstract

 This paper examines the existence of tacit professional knowledge in teachers and 

considers how tacit knowledge is acquired, focusing on the National Board Certification 

system in the United States.

 Research in anthropology, psychology, and neuroscience provides strong evidence for the 

existence of tacit knowledge. For example, Ikujiro Nonaka has explained the process by 

which tacit knowledge is converted to explicit knowledge and Yoshitaka Abe has shown how 

students of traditional Japanese entertainment arts acquire the tacit knowledge of their 

mentors. Nevertheless, despite employing the term "practical ability," very few teacher 

training curriculums in Japan acknowledge the importance of tacit knowledge, choosing 

instead to emphasize the transmission of explicit knowledge.

 In the United States, the National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS) was 

established in the 1980s as part of educational reform. Since the first 81 teachers were 

certified in 1995, the number of certifications has been steadily increasing. In 2003 about 

1% of all American teachers had NBPTS certification.

 The NBPTS certification process includes many items designed to evaluate tacit knowledge. 

Over a six-month period, candidates complete portfolios that include journals and other 

records of teaching improvements, student learning records, and video tapes. These 

portfolios are the basis for evaluative interviews and teaching simulations subsequently 

conducted at NBPTS certification assessment centers.

 NBPTS certified teachers report that the certification process helped them strengthen 

their own teaching practices, plan lessons more thoughtfully, and engage in more student-

focused instruction. These changes appear to occur via the acquisition of tacit, rather 

than explicit, knowledge. Analysis of how tacit knowledge is acquired through the NBPTS 

certification process in the United States can aid in devising effective strategies to 

promote the acquisition of tacit knowledge in teachers in Japan. 

はじめに

　暗黙知という言葉は、科学哲学者マイケル・ポランニーが提唱した。ポランニーは、科学的発見
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の際に科学者は、発見の内容をすでに暗黙の内に知っており、発見するとは、暗黙の内に知ってい

たものを明示化することであるとした。

  ポランニーは科学的発見の場面に絞って暗黙知の存在に言及したものの、暗黙知の実例は枚挙に

いとまがない。例えば、自転車に乗れる人は、自分がなぜ乗れるのかを人に説明することができない。

自転車に乗れない人が乗れるようになるためには、自分で練習するしかない。講義を受講すること

が練習の時間を短縮することにつながる場合もあろうが、講義を受けるだけで自転車に乗れるわけ

ではない。つまり、自転車に乗れる技能は暗黙知なのである。水泳、楽器の演奏、伝統芸能…身体

的な訓練なしに獲得できない技能はすべて暗黙知ということができる。名選手名監督にあらずとい

うことばも、名選手は優れた技能を有しているものの、それは暗黙知であるが故に人に説明できな

いのであり、優れた技能を有することと、人に優れた技能を獲得させるのは異なる行為であること

を表しているものである。

　スポーツや芸術の世界で訓練が重要であるのは誰しも認めることであろう。実践者は訓練を通し

て身体能力を高めると同時に、技能という暗黙知を獲得している。この論旨はスムーズに受け入れ

られるであろうに、他の領域になると、訓練の地位が低くなり、時には無視されることもある。トッ

プセールスマンは、セールスの暗黙知を有しているはずである。講習などでトップセールスマンの

話を聞いて、「ためになった」「参考になった」と感想を漏らす人は多くいても、「おかげで自分のセー

ルス実績が上がった」という人は少ないはずである。講習を契機としてセールス実績を上げること

ができた人がいても、それは他人の話をきちんと聞いたからではなく、それを契機として自分で新

たに顧客との対話を繰り返すという訓練を経て、暗黙知を獲得したからである。トップセールスマ

ンの話を聞くのは、自らの暗黙知を創造することに寄与することはあろうが、耳で聞いた話が直接

に暗黙知となることはあり得ない。社長のリーダーシップもそうであろう。ビジネススクールを修

了したからといって、すぐに優れた社長となるわけではない。また、一つの会社を成功に導いた人が、

別の会社の社長となった途端に失敗する例もある。人を動かす術というのは暗黙知であり、その暗

黙知は相手とする組織によって異なるはずだからである。

　教師の力量を暗黙知の視点から考えてみよう。教師に実践的力量を獲得させるための教員養成制

度、現職教育制度はこれまで、前者は大学で、後者は任命権者である教育委員会が主に担ってきた。

それぞれのプログラムは、講義主体であり、時代の変遷に応じてカリキュラムの改訂が行われ、「教

育原理」という講義が「教職の意義及び教員の役割」という講義に変わるような改革が行われてきた。

そのような改革の意義はあるものの、「教職の意義及び教員の役割」という講義を聞いたことにより、

教職の使命を自覚するようになるかという疑問については、さほど議論されていない。熱心に子ど

もと取り組んでいる教師たちに、なぜそこまで懸命に努力を続けるのか尋ねると、小さい頃の担任

教師の思い出やすぐれた先輩教師、校長との出会いなどを挙げる人は多い。大学で「教職が大事だ」

と教わっても、教師の卵の心には響いていないのが大部分である。教師に必要とされる知識には、

法令や教科内容の知識など、明示的に理解しなくてはならない知識は確かにあるが、子どもとどう

接すべきかという知識の大部分は暗黙知のはずである。暗黙知であるが故に、講義やテキストとい

う明示的なことばの伝達だけではそれを獲得することはできず、それ以外の手法で獲得しなくては

ならない。

　本考察は、ポランニー以降の経営学や文化人類学、脳科学における先行研究をもとに、教師の力

量における暗黙知の存在を明らかにすると同時に、明示知に偏っていた教師教育に暗黙知の獲得課

程を位置づけることを目指し、米国で急速に広まりつつある優秀教員認定制度の背後に存在する暗
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黙知への着目と認定過程において獲得されている暗黙知を考察の対象とする。

１．暗黙知に関する先行研究

１－１　ポランニーの問題提起

　ポランニーは暗黙知の所在を示すにあたり、次のような心理実験の成果を紹介している。

　多数の無意味な文字の綴りを被験者に示し、特定の綴りを提示した場合には被験者に電気ショッ

クを与えるようにすることを繰り返す実験を行った。実験を繰り返すうちにやがて、被験者はショッ

クを与えられる特定の綴りが示されるとショックを予想するようになった。ところが被験者は、そ

の特定の綴りが何であるのかを明確に答えることはできない。目はショックを与える文字の綴りを

「知覚」（awareness 訳書では「感知」と表記）しているはずなのに、被験者は文字の綴りを「認識」

していないのである。

　ポランニーはもう一つ、同様の示唆が得られる別の実験を紹介している。被験者に自由に発言し

てもらい、ある特定の単語に関連する言葉を被験者が口にした際に電気ショックを与えるようにす

る実験を行った。繰り返すうちに、被験者はそのような言葉を避けて発言するようになったものの、

彼が避けた言葉はどのような言葉であったのか、尋ねられても回答できなかった。

　この二つの実験では、いずれも被験者は電気ショックを避けようとする意図は自覚しており、避

けることができるようになったものの、どうすれば電気ショックを避けることができるか、他者に

明確に説明できなかった。ポランニーは、この結果を引用しながら、我々が「できること」あるいは「語

ることができること」の背後には自覚できない暗黙の世界が存在していることを指摘した。

　さらに、ポランニーはプラトンの『メノン』を引用しながら、暗黙知の存在を説明する。『メノン』

の中で、プラトンは問題に対して解答を探し求めることは不合理であるとのテーゼを示した。探し

求めているものを知っているならば、それは「問題」とはならないこととなるし、探し求めている

ものを知らないのならば、「問題」として意識することはできないはず、という論旨である。（ポラ

ンニー 1980）

　ポランニーはこのパラドックスを、科学者が問題を意識する段階は、暗黙知の世界を内感

（intimate）しているのであり、科学的発見とは、暗黙的に内感していた世界を明示化することであ

ると説明している。発見された客観的知識には、その背後に広大な暗黙知の世界が存在しており、

知識を理解するには、背後の暗黙知の世界に潜入して感知する必要があるのである。（ポランニー 

1985）

１－２　文化人類学における暗黙知研究

　文化人類学においては、オートメーション化された工場における暗黙知を観察した先行研究があ

る。オートメーション化された工場の各工程に張り付いた労働者は単純な動作を繰り返すだけで、

各人の技能は万能職人や徒弟制の下での職人に比べると低下していると考えられがちであるが、実

際の工程では機械が自動的に何でもやってくれるのではなく、機械を道具と同じように使いこなす

技能や機械による生産工程を滞りなく進行させるための技能が要求されている。それらの技能は明
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示的に説明することのできない、暗黙知の世界に属するものである。

　例えば、紙コップの製造過程では、工員は通常３日の訓練で実務につくものの、仕事に慣れたと

感じるのは数週間から３ヶ月後となる。その日その日の気温や湿度により、紙の湿度やインクの状

況は異なる。紙が湿っている場合はインクの乾きが遅くなり、逆だとワックスにひびが入ったり糊

がつかなくなる。そのため、工員は糊やインクの濃淡、紙などの材料への理解が求められる。また、

材料の状況に応じ機械の回転速度を微妙に調整しなければならいものの、機械によって回転速度や

調整機能が異なっているため、機械の個性を熟知していなければならない。これらの知識は失敗を

通しながら、あるいは先輩からの教授により（徒弟制的に）習得するしかない。実践に必要な暗黙

知を獲得するため、そして、彼らが担当する工程は、他の工員が担当する他の工程と連動するが故

に職場全体の人間関係にも配慮するという複雑な技能が要求されている。（Kusterer K. 1978）

　石油化学コンビナートや原子力プラントのような巨大システムとなると、作業の性質は自動制御

の計器を監視する技能としての暗黙知（計器に現れるちょっとした兆候を見逃さないことが大きな

事故を防ぐ）に変質する。巨大システムを動かす暗黙知は、現場の人間関係（徒弟制）の中で伝承

される部分もあるであろうが、失敗を復旧する中で獲得されるものもある。（中岡 1971、福島 2001）

  医療という、特定の専門的技能が支配する世界でも暗黙知が働いている。新人看護婦がナースス

テーションに勤務するようになると、新人であるにもかかわらず、他の看護婦と同様に割り当てら

れた仕事をすることが期待されるようになる。すると、患者の苦情への対処や看護記録の付け方、

医師との連絡の取り方等々、それまで学んできた知識で対処できない事態に遭遇する。通常、他の

看護婦は自らの業務をこなすのに精一杯で新人に手取り足取り教える暇がない場合が多い。そのと

きに新人看護婦がとる行動は、気の合う先輩看護婦と仲良くなって教えを請うか、あるいは見よう

見まねで試行錯誤を繰り返す。そうやって新人看護婦が獲得しているのは、ナースステーションの

暗黙知である。また、病院では、普段は別々に活動している医師、看護婦、作業療法士、薬剤師が、

一同に会して情報を交換する機会（カンファレンス）を設けている。カンファレンスの頻度は毎日

から週１回程度まで様々であるものの、その場で交わされた情報が、患者の治療方針に重要な役割

を果たす場合がある。病院のカンファレンスを観察した福島真人によると、そのような情報とは、

看護婦特有の視点、作業療法士特有の視点というよりも、担当者が個人的に気づいた、常識的な観

察に基づくものが多い。カンファレンスで交わされる情報は、ことばで伝達されているために、本

書が構想する暗黙知とは異なるものの、医学的な専門知識に比すると暗黙知に近い情報が交換され

た結果、医学的な知識のみで解決しにくかったであろう患者の問題に対処することができるように

なっている。（福島 2001）

　文化人類学では、以上の先行研究のように職業行動の観察から、明示的に表現できない暗黙知の

存在を抽出している。このように観察により導かれる暗黙知の説明に対し、近年は、医学と脳機能

の測定機器の発達により、暗黙知の世界がより明確になりつつある。

１－３　脳科学が証明している暗黙知の世界

　脳科学は、動物実験や損傷を受けた人の脳を対象とした研究から発達してきたものの、近年は、

磁気により脳機能を立体画像化するｆＭＲＩや光の照射により脳機能を画像化する光トポグラフィ

などの機器が開発されたことにより、脳を外科的に切り開かなくても脳内活動の状況を計測するこ

とが可能となっている。

  これまでの脳科学の進展により、脳には機能別に前頭連合野、運動連合野、頭頂連合野、後頭連
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合野、側頭連合野などの連合野が存在し、それぞれ特徴的な情報処理を行うことが明らかになって

いる。例えば、側頭連合野の上側頭回を損傷すると、目で見たものは記憶できるのに、耳で聞いた

ことはすぐ忘れるようになる。ブローカ運動性言語野を損傷すると、他人の言語は理解できるのに

会話のための音声を発することができないという症状が出る。すなわち、この領域において音声を

発するための情報処理が行われていると推測される。ウェルニッケ感覚性言語野を損傷すると、正

しい言葉を流暢に並べることができるのに、意味が支離滅裂になる。（久保田 1998）

　これらの生理学的症例からでも、我々の思考過程においては複雑な情報処理過程が脳において行

われていることが予測される。領域別の活動状況の計測は、近年のｆＭＲＩなどの非侵襲計測機器

の発達により、より詳細な計測が可能となりつつある。

　このように、脳科学が教師の実践的力量における暗黙知の獲得過程を解明するには、更なる進展

を待つしかないが、これまでの脳科学の進展により、脳内の情報処理の大部分が無意識の世界で進

行しており、その中の一部分が、主に前頭連合野に送られた場合に意識として自覚されるというこ

とは明らかになっている。

１－４　暗黙知獲得の戦略論に関する先行研究

　以上に紹介した先行研究、特に脳科学の進展により、暗黙知の世界の存在は科学的に証明されて

いるといえる。脳科学の発展、特に非侵襲計測機器の測定密度がさらに進展するならば、我々が自

覚できない暗黙知に関する脳内の情報処理過程を明らかにすることも可能となる可能性はあるもの

の、現状では複雑な思考や記憶のメカニズムまで解明することは出来ていない。（現状のＭＲＩで測

定できる最小単位は３ｍｍ四方であり、その中には脳細胞が 200 万個存在している。現在の技術で

は 200 万個の脳細胞の活動を一括して測定せざるを得ない。）

　暗黙知の存在を意識しながら、それをいかに獲得できるかの戦略論を模索する必要がある。その

ような視角による先行研究として、伝統芸能の継承に関する研究があげられる。

　能、狂言、茶道、華道などの伝統芸能の継承にあたっては、「一器の水を一器に一滴も漏らすこと

なく移すがごとく」受け継がれることが目指される。また、芸の継承にあたっては、表面的な技能

のみを伝達されたことをもってよしとはしない。弟子は表面的な技能を習得するだけでなく、技能

の背後にある「世界」に身体全体で潜入することができるようになったとき、初めて芸を習得した

と見なされる。（生田 1987）弟子が芸の世界に身体全体で潜入した状況とは、すなわち、弟子が師匠

と同様の暗黙知を獲得した状況と言えるであろう。

　伝統芸能の伝承は、家制度の中で親子間のみで伝承される形態から、師匠が複数の弟子を持ちそ

の弟子がさらに複数の弟子を持つことを許すことにより芸の保持者が拡大していく形態まで多様に

あるものの、一対一の師弟関係の中で芸能が教授・継承されていく手法は共通である。

　野中郁次郎は、家電製品の開発過程において暗黙知を明示知とした過程を観察している。パン焼

き器の開発チームが直面したのは、生地を練る暗黙知を明示知化することであった。当初製作され

たプロトタイプのパン焼き器は、外側を焼きすぎ、中の方が生焼けになっていた。開発チームのス

タッフは熟練パン職人に弟子入りし、素人であるスタッフと熟練パン職人の一番の相違点が、生地

の練り方にあることに気づく。職人自身もうまくことばで説明できないパンの練り方を、スタッフ

は観察を通して、「ひねり伸ばし」ということばを使ったり、パン生地を練るへらの強さやスピード

を「もっと強く回転させて」「もっと速く」などのあいまいなことばで表現することはできた。観察

スタッフのことばを伝えられた技術スタッフは、器械の仕様を調整したり、容器の形状を変更した



116116

りしてそのことばのように練りの工程が再現できるよう工夫し、試行錯誤を約１年続けた末に、よ

うやくパン焼き器は完成した。パン焼き器の開発過程で、パン職人の練りの暗黙知は、パン焼き器

の中で生地を練るへらの強さとスピード、ひねり伸ばしを実現する容器の形状という形で明示知と

なった。このような形で明示知が明らかになったパン焼きの技術は、容易に伝達できるものとなり、

大量生産が可能となった。（野中・竹中 1996）

　向山洋一は、著名な実践家である斎藤喜博の跳び箱指導を再現しようと意図した結果、その指導

法を明示的にことばで表現することに成功した。向山洋一は、自らの指導を次のように説明した。「と

び箱がとべない子は、腕を支点とした体重の移動ができないため」であり、（Ａ）とび箱をまたいで

すわらせ、腕に体重をかけさせてとび降りさせる。「とび箱をとぶというのは、このように両腕に体

重がかかることなんだよ。」と説明する方法、（Ｂ）とび箱の横に立ち、走ってくる子の腕を片手で

つかみ、おしりを片手で支えてとばせる方法、の二つの方法を使えば、短時間で跳び箱の指導に成

功する。（向山 1980.6）向山の雑誌論文により、多くの読者から「自分も跳ばせることができるよう

になった」という反応があった。向山が開発した跳び箱指導の方法は、パン焼き職人の暗黙知を明

示知化したパン焼き器開発チームの行為に似ている。パン焼き職人を観察したスタッフは観察の末

に職人の暗黙知をそのままに明示的に表現できたわけではなく、「ひねり伸ばし」「もっと速く」「もっ

と強く」などのあいまいなことばによって伝達するしかなかった。向山による跳び箱の指導方法の

記述も、「腕は点ではない」という批判や、向山氏の指導法には跳び箱を跳び終える際の箱の「突き

放し」の説明がないなどの批判が成立し得るものの、跳び箱の指導技術という暗黙知が伝達されて

いる以上、戦略的に有効なことばであるといえる。（小笠原 1983.1、宇佐見 1983.5）

  以上のように、暗黙知を獲得する手法としては、経験による獲得、師弟関係を通じた獲得、媒介

的なことばを通じた獲得などのさまざまな戦略が存在することが先行研究から示唆される。

２　教師の力量形成過程における暗黙知獲得戦略論の可能性

　教師の力量形成において、暗黙知獲得の重要性を示唆した先行研究は多い。ヘルバルトの教育的

タクト論は、教師の暗黙知を「教育的タクト」と表現したものと解される（前田 1957，1958、三橋

1982a，1982b、吉本 1983、吉本均 1987、鈴木 1990）。デューイのリフレクション論などは、教師の

暗黙知を獲得するために、現実の授業を元に反省的思考（リフレクション）を積み重ねることの意

義を主張したものと解される。（佐藤 1997、秋田 1996）

　先行研究の中で、教師の暗黙知の獲得戦略の重要性を職業の特性に関連させて明示的に示したも

のとして、ドナルド・ショーンの反省的実践家論がある。(Shon 1983)

　教師の専門職性は、医者や法律家の専門職性をモデルとしながら、独自の専門職性を確立しよう

と努力されてきたものの、医者や法律家と教師の専門職性は根本的に異なると、ショーンは説いて

いる。医療や法律の世界は、人々が納得する明白な目的によって学問的に原理づけられており、医

者や法律家という「メジャーな専門性の職業」は、学問の成果による技術的知識を有することが力

量の向上につながる。ところが、教育や福祉や宗教の世界は、変わりやすいあいまいな目的に支配

され、不安定な制度的な文脈に煩わされるため、教師や社会福祉士という「マイナーな専門性の職業」

は技術的知識に頼ることが許されず、常に複雑性、不確実性、不安定さ、独自性、価値葛藤に直面

している。マイナーな専門性の職業人にとって、自らに有益な実践的知識は、学問の成果を学習す

ることにより得るところは少なく、実践を通して実践の中の知を獲得するしかない。教師などのマ
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イナーな専門性の職業家は、医者や法律家とは異なる「反省的実践家」でなくてはならないと、ショー

ンは主張した。

　ショーンによる反省的思考の必要性は、教師など技術的合理性を適用しにくいマイナーな専門性の

職業にとどまっていない。医者や法律家などのメジャーな専門性の職業においては、医療ミスや弁護

士による不祥事など、近年職業上の問題が指摘される場面が多数生じている。これらの問題の解決は、

学問をいかに発展させるかという方向性よりも、専門職としての倫理や患者や顧客とのコミュニケー

ションの持ち方など、マイナーな専門性の職業で重視されてきた技能の獲得に焦点が移行しつつある。

かくして、メジャーな専門性の職業においても、マイナーな専門性の職業においても、反省的思考に

より実践的な認識や実践的な問題解決が必要な時代になっているとショーンは分析している。

　ショーンの問題提起は、米国教育の様々な側面に影響を与えている。米国の教員養成と現職教育

は伝統的に大学が担ってきたものの、その役割に対する疑問は繰り返し提起されている（Goodlad 

1990、Lucas 1997、Borrowman 1965）。それでも、米国における教員養成や現職教育では、伝統的に

明示的な知識の獲得に重点が置かれており、1970 年代までは、実践的な知識の必要性が認識されな

がらも、工学的手法によるマニュアル開発に重点がおかれていた。（牛渡 2002）

　ショーンの影響からか、1980 年代以降の米国における教員研修の手法は、明示的な知識を獲得す

るよりも、指導者との対話を通じて授業への理解を深めるもの、学校全体で授業の在り方について

考察するものなどの手法が増えている。

メジャーな専門性の職業 マイナーな専門性の職業

医者、法律家 教師、社会福祉、司書、神官

○明白な目的を有し、人々も納得 ○目的は変わりやすく、あいまい

○学問的に原理づけることができる ○不安定な制度的な文脈に煩わされる

○科学に基づく厳密な技術的知識を有する ○技術的知識を有することができない

近代合理主義精神の下で伸張 近代合理主義精神による抑圧
（なぜ医者や法律屋のようにできない）

技術的合理性でも対処できない限界に直面
合理的問題解決を目指すもののうまくいかない

反省的思考（リフレクション）の必要性

教師の力量獲得のイメージ

明示知 暗黙知

現行の教員養成課程、現職教 教職経験、師弟関係、媒介的なことば、

育において体系的カリキュラ リフレクション等を通じて獲得

ムが存在 明示的プログラムは不在



118118

　教師の力量形成過程における暗黙知獲得戦略論のイメージは下図のように示すことができる。明

示的な知識は、ことばによる伝達が可能であるため、体系的なカリキュラムを策定し、講義やテキ

ストにより伝達することが可能である。ところが、暗黙知はことばで伝達することが出来ない。教

師が自らの経験や先輩教師との交流、媒介的なことばを通じた直感、リフレクション等を通じて獲

得できるであろうが、多くの場合、無自覚的なものである。

　現行の教員養成課程や現職教育プログラムについて審議した1997年の教育職員養成審議会答申「新

たな時代に向けた教員養成の改善方策について」は、「実践的指導力の基礎を強固にする」ことを意

図して教職に関する科目の充実を図り、「教職への志向と一体感の形成に関する科目」を新設したり

教育実習を充実するなどの提言を行った。1999 年の教養審答申「養成と採用・研修との連携の円滑

化について」は、教職経験者研修等の現職教育について「選択制の導入、参加型の研修の導入等を

基本的な視点として見直しを図ること」を提言している。これらの提言は、暗黙知獲得を視野に入

れているものの、その具体的な戦略としては、実習や参加型演習などの提示にとどまっている。

　教養審答申やショーンのように、既存の知識獲得過程とは異なる手法の必要性はこれまでも政策

や先行研究の中で指摘されてきたものの、暗黙知に偏した既存の教師教育プログラムの中でどのよ

うに位置づければよいのか明確にされていなかった。

　東京都教育委員会は、平成 16 年９月に「東京都公立学校の「授業力」向上に関する検討委員会報

告書」を取りまとめた。同報告書では、最近は先輩教師が若手教師を指導する場面や教員が相互に

研鑽する場面が少なくなっていることを問題視し、採用２・３年目の教師に授業研究を義務付けて

初任者研修を通じた３年間で「授業力」の基礎を身につけることとしている。同報告書では、教員

の資質・能力のうち特に実際の授業の場面において具体的に発揮されるものを「授業力」ととらえ

ており、その構成要素を、次のように示している。

　①使命感、熱意、感性…豊かな感性を身に付け、教員の職責を自覚し、困難な状況・課題に挑む姿勢。

　②児童・生徒理解…一人一人の児童・生徒を大事にしようとする愛情。

　③統率力…児童・生徒の集団をまとめ、リードする力。児童・生徒を惹きつける力。

　④指導技術（授業展開）…｢わかる授業 ｣｢ もっと学習したくなる授業 ｣を実現する技能。

　⑤教材解釈、教材開発…教科や関連する学問等に関する深い識見。

　⑥「指導と評価の計画」の作成・改善…常に良い授業を求めていく、改善の意欲。

　校内研究や授業研究の経験が力量形成に有効であると認識する教師は多いものの、これまで現職

教育体系の中に明確に位置づけられてこなかった。東京都の報告は、授業研究を教員の研修体系の

中に明確に位置づけた初めての行政文書としての意義はあるものの、授業研究を通じて育成される

資質とこれまでの現職教育の主たる手法となっていた教育センターにおける研修で育成される資質

の関連は、同報告書で十分に考察されていない。

　これまで実践されてきた校内研究や授業研究は、主に学校の中で教師集団の自発性により実践さ

れてきた（校長の強硬なリーダーシップにより他律的に実践した教師も多いであろうが）。熱心な教

師は、校内における研修機会だけでなく、教育センターが提供する参加が任意の研修を受講したり、

自主的な勉強会を組織して研鑽している。そのような場において育成されている力量と、制度化さ

れた研修機会で育成されている力量の関連を明らかにする必要があるであろう。そのような分析を

行う際、暗黙知という視点は有効性を有すると思われる。

  次節で考察する米国における優秀教員認定制度は、教師が有する力量を暗黙知まで含めて総体的

に評価すると同時に、教師の暗黙知をさらに育成していると考えられるシステムである。この事例
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を参考にして、暗黙知を含めた教師の力量獲得過程についての考察を進めたい。

３．米国における優秀教員認定制度における暗黙知の評価方法

３－１　優秀教員認定制度の提言

　1980 年代から今日まで続く教育改革の端緒となった、米国連邦政府の「教育の優秀性に関する全

米審議会」（National Commission on Excellence in Education）の報告書「危機に立つ国家」（A 

Nation at Risk）は、米国の教育の危機的状況を訴え、その対策としてハイスクールの卒業要件の強化、

学力テストの実施、教員の給与引き上げ等の改革等を提言し、その後の米国教育に大きな影響を与

えた。（今村 1987）

　「危機に立つ国家」以後、政府機関以外の民間団体も各種教育改革案を提出した。カーネギー財

団は、審議会（Task Force）を組織し、1986 年５月に報告書「備えある国家」を公表した。同報告

書は、教員力量の基準（standard）作成のための機関 National Board for Professional Teaching 

Standard の設立を勧告した。

  カーネギー財団が構想した教員のスタンダードは、医学分野におけるスタンダードを範としてい

た。1909 年、カーネギー財団の助成を受けて、American Medical Association(AMA) が米国とカ

ナダの全ての医学校の訪問調査を実施した。その報告書「アメリカとカナダの医学教育」（Medical 

Education in the United States and Canada : A Report to the Carnegie Foundation for the 

Advancement of Teaching）は、調査担当者の名を取り、フレクスナー報告と称されている。フレク

スナー報告は、半世紀以上にわたって実質的な改革が進行しなかった米国医学校の改革の契機となっ

ており、フレクスナー報告が医学教育に与えた影響と同じ影響を教師教育においても達成すること

を、カーネギー財団は目指した。（Eric Digest 88-6）

  「備えある国家」においては、医学教育と教師教育の差異を認識しながらも、それ以上に教師教育

の改善の必要性が強調され、教員出身者を中心とする新たな組織により教員力量の基準（standard）

作成と優秀教師の認定制度を創設することを提言した。

  カーネギー財団報告書の提言を受け、1987 年に National Board for Professional Teaching 

Standards(NBPTS) が非政府、非営利団体として設立された。ＮＢＰＴＳは 63 名の理事により運営さ

れる。理事の大部分は初等中等学校の教員であり、他に学校管理者、教育行政関係者、州政府関係者、

弁護士、大学関係者、経済界代表、地域代表となっている。

　民主、共和の両政党が支持を表明するほか、当時のクリントン政権の影響により、ＮＢＰＴＳ

は広範囲な協力体制を得ることができている。その体制には、州知事会 (National Governors' 

Association)、 教 員 養 成 機 関 認 定 協 会 (National Council for Accreditation of Teacher 

Education)、AFT(American Federation of Teachers)、 私 立 大 学 協 会 (Council for American 

Private Education)、大都市学校協会 (Council of Great City Schools)、黒人学校連盟 (National 

Alliance of Black School Educators)、州議員会 (National Conference of State Legislatures)、

NEA(National Education Association)、教育委員会連盟 (National School Boards Association)

が含まれている。
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　民間団体もＮＢＰＴＳへ協力しており、カーネギー財団のほか、ＡＴ＆ＴやＩＢＭなど

の企業が協力を表明した。

　ＮＢＰＴＳは 1989 年にその理念を表した書 "What Teachers Should Know And Be Able To Do" 

を公表した。そこにおいて、５つの革新的理念を示した。

　①教師は生徒と彼らの学習活動に献身する

　②教師は教える教科内容と教育方法に精通している

　③教師は生徒の学習を組織し、心を配る責任がある

　④教師は自らの実践について体系的に思案

し、経験から学ぶ

　⑤教師は学習社会を構成する

　この理念の実践過程の最初として、ＮＢ

ＰＴＳは優秀教員認定制度 (National Bord 

Certification) を開始した。

３－２　ＮＢＰＴＳによる優秀教員認定制度

　優秀教員認定制度は、州が権限を有する免

許を、新任教員に対する最低限の基準と見な

し、これに対し熟練教員を対象として州免許状の基礎資格を越えた一定基準を充足した教員に、免

許状 (license) とは異なる資格 (certificate) を与えるものである。州免許状はその取得が必須であ

るのに対し、優秀教員としての資格取得は任意となる。

　ＮＢＰＴＳは当初、前期中等教育に関する英語と総合の２領域について審査基準を開発した。ピッ

ツバーグ大学がコネチカット州教育庁との連携により英語の基準を開発し、ジョージア大学が総合

の基準を開発した。この２領域について 1993 年から 1994 年にかけて審査し ､1995 年に 81 名の認定

者を出した（申請者 289 名）。その後、審査領域は拡大され、2003 年現在の優秀教員資格の種類は表

のようになっており、優秀教員資格取得者は 32142 名となっている。（NBPTS ホームページより）

表  優秀教員資格の種類                                   

図　優秀教員認定者数の推移
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英語 ○ ○ ○
数学 ○ ○
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司書／ﾒﾃﾞｨｱ教育 ○
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ ○

NBPTS http://www.nbpts.org/standards/stds.cfmﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる。
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NBPTS ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる。http://www.nbpts.org/standards/stds.cfm

　ＮＢＰＴＳの認定手続きは、申請者である教師自身の学校における資料作成段階と評価センター

における試験の２段階で実施される。

　申請者の学校では、様々な資料がポートフォリオにまとめられる。資料の種類は資格の種類によ

り異なるが、おおむね、文書資料、生徒の学習成果、教授記録に分けられる。

　教師は自らの実践をどのように分析、評価、改善したかを示すレポートを作成する。その他、授

業の改善のために同僚や父母、地域の人々と協働したことを示す物的証拠（手紙、インタビューの

まとめ、日記、ミーティング記録、学級通信、写真など）をまとめる。

　生徒の学習成果を示すため、教師は２名の生徒のポートフォリオを提出する。生徒を選択する際

には学級の多様性を反映させるものとしなくてはならない。ポートフォリオの収集期間は３～４ヶ

月以上であり、各資料に教師のコメントを添えることが求められる。

　教師の教授記録は、ビデオテープによる。教師が提出する記録ビデオに納められた授業については、

教師自身の説明を添付するほか、当該授業における生徒（前述の抽出された生徒）の成果物も提出

が求められる。

　学校における資料作成段階で通常、６ヶ月を要する。その間教師が資料作成に要する時間は約 50

時間となる。

　評価センターは全米数カ所に設置されている。評価センターにおける試験は、夏休み中の２日間

を利用し、教授内容に関する知識の試験とさまざまなシミュレーションにより実施される。

　試験は、教科の各領域に関する小論文、他教科と融合した指導案の作成、評価センターから示さ

れた生徒の学習成果サンプルの教育学的分析などが実施される。また、すでに提出したポートフォ

リオについて、指導案作成にあたりＮＢＰＴＳの基準をどのように達成しようと意図したか、抽出

生徒の学習をどのように評価するかなどについて面談を受け、他教師の授業ビデオの批評、事前に

読んでくるよう指定された図書についてのグループディスカッションなどを行う。シミュレーショ

ンにおいては、教師と父母の会話に関するレポートに基づき、ロールプレイを行う。ロールプレイ

においては評価者であるベテラン教師が父母の役割を果たす。

　これらの試験は、他のペーパーテストと異なり、受験者にとって何が重要であるかをすぐに示す

ことにより、評価過程が学習過程に結びついている。例えば、各試験の前に受験者はガイドブック

を渡され、試験がＮＢＰＴＳ基準のどの部分を測定するものであり、試験官が評価する観点と準備

すべき観点について理解することができることとなっている。(Barringer 1993)

　ＮＢＰＴＳの優秀教員認定制度は、州免許制度の補完を謳うものでありながら、実際には多くの

州が優秀教員制度に影響を受けて免許制度を改正している。2003 年に Education Week 紙が行った全

米調査によると、州免許制度上の優遇措置を実施しているのは 50 州中 45 州、優秀教員認定取得に

財政措置を実施しているのは 50 州中 40 州となっている。（Education Week 2003.7）

　免許制度上の優遇措置の例としては、優秀教員認定を指導的立場になる教員になるための要件と

する（マサチューセッツ州ボストン学区）、資格取得者に免許更新を認めるなどがある。

　財政上の優遇措置の例としては、優秀教員の認定を受けた教師にボーナス支給（ノースカロライ

ナ州、ミシシッピ州）、試験受験に補助金支給（アイオワ州、ニューメキシコ州、ワシントン州バンクー

バー学区）などがある。（本間・高橋 2000、八尾坂 2000）
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３－３　優秀教員認定制度の効果

  米国で実施されている学力調査の結果は、優秀教員認定制度の成果を示唆するものとなっている。

　米国では、1969 年より連邦政府主導で全国学力調査（National Assessment of Educational 

Progress：ＮＡＥＰ）を実施している。全米学力調査の実施にあたっては、連邦教育省の教育統計

センター長が代表を務め、州知事、州議員、州及び学区教育行政関係者、教師、財界代表等による

管理委員会（National Assessment Governing Board）が実施方針を決定している。管理委員会の委

員は教育省長官から任命されるものの、教育省からは独立した組織となっている。調査開始当初は

全国平均を出すことを目的としてサンプリングし、州別成績を公表していなかったものの、1992 年

からは全国平均に合わせて州別成績も公表している。

　ＮＡＥＰの問題は、プレテストを実施して、毎回難易度が同様となるように作成されており、経

年比較が可能となっている。おおむね、国語の成績には大きな変化が見られず、数学に関しては徐々

に上昇する傾向にある。

  数学の成績推移を州別に比較し、州平均成績が上位の州の年次推移をまとめたのが図１と２であ

る。いずれの州も成績が上昇しているものの、ノースカロライナ州の上昇率が他州に比して高いこ

とがわかる。この原因として、エデュケイション・ウィーク誌は、同州を含めて南部の州に全米的

な評価が高い大学が多いこと、大学在学率が高いことを挙げているほか、ノースカロライナ州は、

連邦政府が推進している優秀教員認定制度における認定教員数が全米１位であり、全米で３万人い

る認定教員中、２割の６千人がノースカロライナ州の教員であることを指摘している（ノースカロ

ライナ州の教員中、優秀教員認定者の割合は８％。全米平均は１％）。

　また、複数の調査が、優秀教員認定者が教える生徒の学力が他の教師が教える生徒よりも伸びて

いると報告している（Vandevoort et al 2004、Goldhaber 2004、NBPTS 2000.9）
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表　州別優秀教員認定者数（2003 年）                      

４．優秀教員認定制度を通じて変化した教師の力量と暗黙知

　「危機に立つ国家」では教師の待遇改善が提言されていたものの、各州では教師の待遇を改善する

前提に彼らの資質の保障を求める声が強かった。そのため、教師の教科内容知識を評価するペーパー

テストが開発される。ＮＢＰＴＳ設立以前に、多くの州は大学での単位取得のみで教員免許状を与

えるのでなく、州が実施するテストに合格することを条件としていた。ペーパーテストのみによる

教員評価が不十分との批判を受け、教室内での教授方法を評価する手法も開発された。（州教育委員

会が免許更新の際に要求している能力評価の手法には、授業観察、授業ビデオによる評価、ポートフォ

リオなどがある。）

　ＮＢＰＴＳの評価手法は、米国における教師の能力評価の蓄積の上に、ペーパーテスト以外の評

価手法を確立したものである。ビデオ等によるポートフォリオ、面接等の手法は、そうしないと評

価できない暗黙知を教師が有していることを示している。また、優秀教員認定者に対するアンケー

取得者数 教員に占 取得者数 教員に占

める割合 める割合

全国計 32142 1.1% モンタナ 35 0.4%

アラバマ 636 1.4% ネブラスカ 36 0.2%

アラスカ 39 0.5% ネバダ 151 0.8%

アリゾナ 188 0.4% ニューハンプシャー 7 0.1%

アーカンソー 179 0.6% ニュージャージー 68 0.1%

カリフォルニア 2644 0.9% ニューメキシコ 121 0.6%

コロラド 175 0.4% ニューヨーク 397 0.2%

コネチカット 90 0.2% ノースカロライナ 6633 8.0%

デラウエア 208 3.0% ノースダコタ 17 0.2%

フロリダ 4932 3.7% オハイオ 2176 1.8%

ジョージア 1330 1.4% オクラホマ 856 2.1%

ハワイ 59 0.5% オレゴン 102 0.3%
アイダホ 312 2.2% ペンシルバニア 127 0.1%

イリノイ 823 0.7% ロードアイランド 141 1.4%

インディアナ 107 0.2% サウスカロライナ 3227 7.0%

アイオワ 422 1.2% サウスダコタ 19 0.2%

カンサス 146 0.5% テネシー 92 0.2%

ケンタッキー 540 1.4% テキサス 144 0.1%

ルイジアナ 337 0.7% ユタ 54 0.2%

メーン 49 0.3% バーモント 67 0.8%

メリーランド 343 0.6% バージニア 548 0.6%

マサチューセッツ 408 0.6% ワシントン 345 0.7%

ミシガン 150 0.2% ウエストバージニア 153 0.8%

ミネソタ 261 0.5% ウィスコンシン 197 0.3%

ミシッシッピ 1763 5.3% ワイオミング 50 0.7%

ミズーリ 200 0.3% コロンビア区 11 0.2%
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ト結果が示唆する内容は、認定者があらかじめ有していた資質能力が客観的に評価されたという側

面に加え、認定に必要な資料を整える過程で申請者の資質能力が高まったという側面があると考え

られる。

　ＮＢＰＴＳが優秀教員認定者を対象に行った調査によると、認定者の多くが学校でリーダーシッ

プをとるようになっていること、他の教師の指導を行うようになっていることが報告されている。

（NBPTS 2001.4）また、別の調査では、回答者の 91％が認定後、彼らの教育活動に変化が生じたと回

答している。その内容は、「教育実践が強化された」37％、「授業計画をより慎重に行うようになった」

33％、「より子ども中心の授業方法を行うようになった」31％となっている。（NBPTS 2001.fall）

　優秀教員としての認定後に「授業計画をより慎重に行うようになった」とか、「より子ども中心の

授業方法を行うようになった」と報告するのは、どのように解釈すればよいであろうか。そのよう

な資質を有する教師をＮＢＰＴＳが評価し、認定しているのみであれば、認定された教員は認定前

と変わらない自己の力量観を有しているはずである。ところが、認定後に自己の力量観が変容したと

いうことは、半年以上にわたるＮＢＰＴＳの試験過程で申請者が行った、ポートフォリオの作成、授

業のビデオ撮影、レポートの作成等の作業が、何らかの力量形成に寄与したと解釈してよいであろう。

　優秀教員認定過程を通じてみられた教師の変容過程を教師が獲得した暗黙知という視点で分析す

ると、下図のように仮説的に解釈することができる。

優秀教員認定過程を通じて獲得されている力量形成イメージ仮説

　この力量形成仮説に従うならば、教師の力量のうち、子どものより深い理解や授業の洞察力など、

明示的に語ることができない暗黙知が、ポートフォリオの作成や授業のビデオ撮影など、授業その

ものに即した記録の作成を通じ、自らの実践を振り返る（リフレクション）ことを通じて獲得され

ていると解釈することもできよう。

　この力量形成仮説は、米国で 1980 年代以降現職教育の手法として広まっているアクションリサー

チにも当てはめることができる。アクションリサーチは教師が自らの実践を素材に研究することを

通して実践を改善していくことを目指すものである。Zeichner によると、米国でアクションリサー

チを実践した教師には、「授業を分析的に、深く省察することが可能となった」「同僚との会話の質

が高まった」「生徒中心の授業を意識するようになった」などの変化が見られる。これらの変化も、

アクションリサーチを通じて教師が暗黙知を獲得したと解釈することができよう。（Zeichner 2003, 

C.Bruce & Zeichner 1998）

　本考察を通じ、優秀教員認定制度、アクションリサーチ、授業研究などの手法と教師の暗黙知の

大学の教員養成課程や現職教育で獲得認定以前から有していた

優秀教員認定過程を通じて評価明示知

認定以前から有していた暗黙知

優秀教員認定過程で要求された認定過程を通じて得た暗黙知

授業計画を慎重に行う力量 ポートフォリオ、授業のビデオ撮影、

子ども中心の授業方法を行う力量 レポートの作成等を通じて獲得
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相関関係を仮説的に提示することができたと思われる。今後は、暗黙知を獲得するのに有効と考え

られる様々な手法について、それぞれの手法における暗黙知の獲得状況を比較検討し、どのような

暗黙知がどのような教師の体験を通じて獲得できるのかをさらに細かく分析すると同時に、暗黙知

を獲得するために有効な戦略を構想することが課題と考えられる。
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義務教育費国庫負担制度の「総額裁量制」への移行についての考察

A Study on the Transition to "Block-Grant System" in the Government Subsidy

for Compulsory Education

 渡辺　恵子 *　
                                                             WATANABE Keiko

Abstract

 The government subsidy for compulsory education is currently under serious review 

nationwide. This paper tries to explain the features of new block-grant system which was 

introduced from 2004 fiscal year, by comparing with (i) the former subsidy system and 

(ii) local allocation tax system that has been under discussion as a future alternative 

system, from the view points of accelerating decentralization and securing the level of 

nationwide compulsory education.

 In order to clarify the characteristics of new block-grant system, the analyses in this 

paper focus on (i) such factors as "standards of class size", "the number of teachers 

and other staffs" and "salaries of teachers and other staffs" from the view point of 

accelerating decentralization and (ii) such factors as "securing enough expense for 

compulsory education as a whole" and "possible diversion to purposes other than education" 

from the view point of the nationwide quality leveling of compulsory education.

 In conclusion, both block-grant system and local allocation tax system are expected to 

contribute to accelerating decentralization compared with the former subsidy system. 

On the other hand, local allocation tax system may face difficulties in securing enough 

expense for compulsory education and may cause diversion of use of money to purposes 

other than education. As the writer is in the affirmative position to accelerating 

decentralization and consider that it is essential to maintain nationwide revenue source 

stability concerning the compulsory education, the conclusion is that block-grant system 

is superior to local allocation tax system.

１．問題関心

　現在、国・地方を通じて、義務教育費国庫負担制度（以下、本稿において単に「国庫負担制度」とする。）

について、制度の廃止まで含めた見直し議論が行われている。このように制度の根幹からの見直し

が議論されるのは、1953 年に現行制度が実施に移されて以来、初めてのことである（１）。

 この議論は、2002 年 6 月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002（以下、

基本方針 2002 とする。)（２）」において初めて提案された、国庫補助負担金の削減、地方交付税交付

金の財源保障機能の縮小及び地方への税源移譲を一体として検討し、改革するといういわゆる三位

【研究ノート】 国立教育政策研究所紀要　第 134 集

*　研究協力者・国立情報学研究所助教授
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一体改革の一環として行われている。基本方針 2002 が閣議決定されて以降、現在まで、この三位一

体の改革については、関係省庁、地方自治体、国・地方の政界等において論戦が行われ、その最終

的な姿は未だ明らかになっていない（３）。

　三位一体改革の効果として期待されているのは、一つは地方分権の拡大であり、もう一つは地方

自治体における受益と負担の関係を明確にしてその歳出合理化を促すことである。

　この議論に関して、各関係機関・団体はこれまでに様々な意見を述べている。

　基本方針 2002 を間に挟んで 2002 年 6 月に「事務・事業の在り方に関する中間報告」及び同年 10

月に「事務・事業の在り方に関する意見」をまとめた地方分権改革推進会議は、それらの中で、国

庫負担制度が義務教育に関する種々の工夫についての地方の自由な判断を事実上制約しているので、

制度を見直すべき、と提言した。その後も、2003 年 5 月に、「事務・事業のあり方に関する意見」で

取り上げた項目のうち重点的に推進すべき１１項目の中の１つとして義務教育費国庫負担制度の見

直しを挙げ、同年 6 月の「三位一体の改革についての意見」の中で「重点事項に関連する国庫補助

負担金については、『事務・事業の在り方に関する意見』に沿って、中長期的には廃止・縮減等が行

われていくことが望ましい」とするなど、一貫して国庫負担制度の見直しを主張している（４）。　　

　一方、文部科学省は一貫して、義務教育は憲法の要請により全ての国民に無償で提供するもので

あり、財源の安定的確保が不可欠、そのために国庫負担制度の根幹は保持する、と主張（５）しつつ、

地方の工夫を生かすための制度改正として、2004 年度からは総額裁量制を実施している。

　地方自治体の側も全国知事会を中心に活発な議論を行っている。全国知事会は、2003 年 11 月にま

とめた「三位一体の改革に関する提言」において、廃止すべきとした約 9 兆の国庫補助負担金の中

に国庫負担制度を含めているものの、「義務教育費国庫負担金については、総額裁量制の採用など自

由度を増す方向で見直しがされようとしているので、この負担金を廃止することについては、慎重

に判断すべき」と特記した（６）。また、基本方針 2004 を受けて国庫補助負担金改革の具体案の取り

まとめを全国知事会が中心になって行い、その中には国庫負担金の 8,500 億円の削減も含まれたが、

その取りまとめにあたっては、少なからぬ知事が国庫負担金の削減に反対の意見を述べたこともあ

り、2 日間にわたって議論が行われた上で、全国知事会としては異例の採決が行われ、7 人が反対し

た（７）。また、この採決は、具体案の提出に当たっては個別意見を付記することも含めて賛否が問わ

れたものであり、「国庫補助負担金等に関する改革案」として 2004 年 8 月 24 日に公表された際には、

「本来、義務教育の水準の確保は国の責任で行われるべきであり、これを実質的に担保しているのは、

義務教育費国庫負担金制度である。（中略）国庫負担金については、義務教育における水準の確保や

国と地方の役割分担など本質的な議論を徹底的に行ったうえで、望ましい財源負担のあり方を正面

から議論すべきである。（東京都知事）」、「義務教育制度は、国の将来の発展を支えるものであり、

その基本的部分において全国で格差が生じないよう、財政負担の根幹については国が確実に責任を

果たしていくことが重要である。また、地方の自由度、裁量をより高めることについては、総額裁

量制はもとより、義務教育に係る諸制度をより柔軟なものとすることによって対応すべきである。（三

重県知事）」、「仮に、一般財源化された場合、税源の偏在に伴い、本県のように財政力の弱い団体に

おいては、国庫負担金の廃止に見合うだけの財源措置は見込めず、この不足を補うはずである地方

交付税についても、交付税総額が抑制基調である中、確保されるかどうか不透明な状況であり、結

果的に地域住民の負担を増加させる恐れがある（大分県知事）」など、国庫負担金を具体案に含めた

ことに異議を唱える 13 人の知事の意見が付記された（８）。

　また、教育関係団体は、国庫負担制度の堅持を求めるために、2004 年 5 月に日本教育会、PTA や
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教育委員会の全国団体、校長会、職員団体など 22 団体が連携して「義務教育費国庫負担制度の堅持

を求める全国集会」を開催し、「全国どこでも、すべての子ども達が必ず一定水準の義務教育を受け

られるよう、義務教育費国庫負担制度の根幹は今後とも堅持すること」といった内容を含む緊急要

請を行っている（９）。

　さらに同時期の 2004 年 5 月 25 日に、中央教育審議会初等中等教育分科会教育行財政部会の教育

条件整備に関する作業部会がまとめた「義務教育費に係る経費負担の在り方について（中間報告）」

では、国庫負担制度について、今後、地方の自由度をさらに拡大する方向での見直しの必要性は認

めつつも、その沿革や国際比較などを通して制度自体の必要性を述べるとともに、全額一般財源化

論の問題点を挙げている（10）。

　このように国庫負担制度の見直しをめぐっては様々な議論がなされているが、これらの議論を通

じても、2004 年度から導入された総額裁量制が地方分権の拡大に実際どの程度寄与することが可能

であるのか、また、この制度によっても義務教育に関する財源の安定的確保は可能なのか、という

点について明らかになっているとは言い難い。実際の運用を見極める必要があることはもちろんだ

が、国庫負担制度の廃止論が急展開している現時点において、総額裁量制について 2003 年度までの

国庫負担制度及び現在議論が引き続いている制度の廃止と比較することによってその姿をより明確

にすることは意義のあることと考え、本稿では以下、その制度的特徴を検証して評価を行う（11）。

２．分析の枠組み

　前述のように、三位一体改革の効果の一つとして期待されているのは地方分権の拡大である。国

庫負担制度に関して地方分権を拡大するとはどういうことか、本稿での考え方をまず明確にしてお

きたい。

　青木 (2004) は、西尾 (1996) を参考にしつつ、「（集権分権：引用者）の概念は、政府間の制度上、

実態上の権限の程度やその所在の変化を表すものであるように思える。つまり、ある側面、たとえ

ば財政制度を分析対象として、ある改革によって『より』分権『的』になった、『より』集権『化』

したということは明らかにできるが、ある事象を捉えて、比較対照をせずにその制度が分権的であ

るという結論付けはできない。集権分権概念は論者によって判定の基準が異なるし、数値化できる

ものでもないからである。つまり座標軸に原点を設定できないのである。」と述べている。この考え

方に則れば、我が国の国と地方自治体の関係において集権分権について考察する場合には、ある時

点の制度との比較によって成立する、ということになる。そこで、本稿では、2003 年度における国

庫負担制度と、2004 年度からの総額裁量制、及び仮に同制度を廃止した場合の二つの場合を比較し、

地方分権の拡大の度合いについて考察することによって、総額裁量制の制度的特徴を明らかにし、

その評価を行いたい。ある制度が制度改正によってどのように分権的になったか、それによって国

と地方自治体の関係がどのように変化するか、といった考察は、当該制度改正の効果を予測する観

点や、当該制度に関わる者の行動様式の変化を予測する観点から、意義を有すると考える。

　次に、どのような場合に地方分権が拡大したと言えるのか、ということを考えたい。従来、国庫

補助負担金の持つ機能の分析においては、一般に、全国的な行政サービス水準（ナショナル・スタ

ンダード）の確保という機能とともに、国による統制の機能があわせて論じられる（12）。国による統

制の機能とは、市川 (1983) が「各分野の行政について国の意図するところを地方団体に徹底させる

こと」と指摘するように、国が具体的な政策の遂行、達成のために地方自治体を誘導する役割を国
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庫補助負担金が担っている、というものである。本稿では、この国による統制の機能を弱める方向

で行われる制度改正を地方分権を拡大するものととらえる。　　

　また、同時に、地方分権を拡大する制度改正が全国的な行政サービス水準の確保という機能にど

のような影響を与えるかも分析の対象としたい。なぜなら、筆者は、義務教育に要する経費の負担

方法に関する明治期からの歴史を振り返れば（13）、義務教育に関する全国的な財源の安定的確保は不

可欠であり、地方分権は拡大したものの全国的な財源の安定的確保が妨げられる事態は避けるべき

と考えているためである。

３．分析対象の限定

（１）比較対象についての限定

　現在行われている議論に基づく国庫負担制度に関して考えられる見直しのパターンとしては、①

総額裁量制、②制度を廃止して税源移譲を行うとともに、税源の偏在を前提として、義務教育に必

要な財源を保障するために地方交付税交付金の基準財政需要額で必要経費を算定、③制度を廃止し

て各地方自治体の自主税源及び財源調整機能のみを持つものとして見直された地方交付税交付金に

よる財源の下で必要経費を支出、が考えられるが、本稿では、①と②を 2003 年度までの国庫負担制

度と比較する。その理由は、①は既に 2004 年 4 月から制度化されていること、②は総務省及び地方

自治体が現時点において想定している制度と考えられるためである。総務省は、2002 年の 5 月に片

山虎之助総務大臣（当時）が「地方財政の構造改革と税源移譲について（試案）」を経済財政諮問会

議に提出（14）して以降、頻繁に高等学校教育費の負担方法の現状を援用して、義務教育でも同様に実

施しても問題は生じない旨の主張を行っている（15）。また、地方自治体側も、国庫負担制度を廃止し

た場合には地方交付税交付金による財源保障が不可欠である旨の主張を行っている（16）。地方財政の

受益と負担の関係を明確にするという観点からは、③が最も適した形態のものであるが、義務教育

に関する全国的な財源の安定的確保の観点からは困難な課題を多々含んでいる（17）こと、また、上述

の総務省及び地方自治体側の意見を見る限り地方交付税交付金の財源保障機能の全廃は現実的な選

択肢とも成り難いことから、今回の検討対象とはしないこととした。また、これらの見直しのパター

ン以外にも、教員給与のみでなく施設費、教材費など義務教育費全般を対象とした「交付金化」と

いう見直しも考えられるが、三位一体改革という今回の見直し議論に際しては義務教育に関する「交

付金化」については未だ具体的な案が提示されておらず、「交付金化」を想定するためにはその対象

経費、交付対象団体に関して幾通りもの仮定を立てなければならなくなるため、「交付金化」の検討

については今後の課題としたい。なお、②について単に「制度の廃止」とすると③の場合と混同す

るおそれがあるため、②について、以後、本稿では「地方交付税交付金化」と呼ぶ。

（２）対象時期についての限定

　本稿は、現在進行中の三位一体改革において取り上げられている義務教育費国庫負担制度につい

て分析対象としているため、数週間の時間の経過によっても、関係者、関係機関、関係団体の新た

な動向が報じられたり、新たな見直し案の提案がなされたりする可能性が非常に高い。このため、

本稿脱稿後から公表までの時間差のために、本稿で言及している一部の内容が、公表時点において

は最新の内容を表していない状況が予想される（18）。

　そのため、ここで、本稿の対象とする時期について言及しておきたい。本稿では、原則として、
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総額裁量制の制度設計が明らかになった、2004 年度当初の時点の状況を対象に分析を行う。ただし、

その後、2004 年 8 月までの関係機関、関係団体の動向や、総額裁量制に関して公表された資料など

については、本稿における論考において必要なものである限り、分析の前提として扱うこととした。

　このように公表の時点において違和感を生じさせるような対象時期の限定を行うことはもとより

避けたいことではあるが、本稿が現在進行中の制度改正について論考の対象としていることに伴う

限界としてご容赦いただきたい。

４．比較対象とする各制度の特徴

（１）2003 年度における国庫負担制度の特徴

　義務教育費に関する国の補助又は負担は明治期から行われているが、ここでは、1952 年に成立し

た「義務教育費国庫負担法」に基づく現行の国庫負担制度について、2003 年度までの変遷を簡単に

整理し、比較の基準とする 2003 年度における国庫負担制度についてその特徴を明確にしておきたい。

　なお、総額裁量制は国庫負担制度における最高限度額の算定方法についての制度改正であるため、

ここでは最高限度額の算定方法に着目して整理する。

　国庫負担制度は、都道府県が負担する義務教育諸学校の教職員の給与費等の実支出額の 2 分の 1

を国が負担することが原則とされているが、義務教育費国庫負担法第二条本文のただし書きに「た

だし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることがで

きる。」とされており、2003 年度の時点で全ての都道府県に関して最高限度を算定する規定を設けて

いた（19）。

　1952 年の制度成立以降 1963 年度までは、地方交付税交付金の不交付団体については教職員数、給

与額ともに国庫負担限度を設けるいわゆる「定員定額制」としていたが、大多数を占める同交付金

の交付団体については限度を設けない「実員実額制」であった（20）。1958 年に制定された「公立義務

教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（以下、「義務標準法」とする）」が 1964

年に改正されてからは、交付団体についても教職員数については義務標準法により都道府県ごとに

算定される教職員定数の標準（以下、「標準定数」とする）までが国庫負担限度とされ、いわゆる「定

員実額制」となった（21）。

　その後、1975 年には、交付団体の給与額についても国並みの給与額までの負担とされ、この時

点で「定員定額制」とも呼ばれたが、給与額の一人当たり単価を定めていた不交付団体についての

「定員定額制」とは異なり、その実質は「定員国並み給与制」とでも言えるものであった。つまり、

1975 年以降 2003 年度までの交付団体（22）に関する最高限度の設定方法をごく単純化すれば、①義務

標準法により算定された標準定数の数を確定し、②その数の範囲内の教職員を仮に国立学校の教員

だとみなして給料・諸手当ごとに上限を設定し、最高限度を計算していた（23）。後者の給与の額の算

定については、各都道府県の教職員の年齢構成等、給与計算の基礎となる事項に差があり、できる

だけ法律の原則である実支出額の 2 分の 1 の額に近づけるために、そのような差を考慮する必要が

あり、厳密な計算方法が取られていた。

（２）総額裁量制の特徴

　総額裁量制は、2004 年 4 月 1 日に公布・施行された「義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規

定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令」の全部改
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正によって導入された（24）。

　総額裁量制は国庫負担制度における最高限度額の設定方法についての制度改正であり、主に給与

額の限度に関する算定方法の変更及び算定された最高限度額の範囲内での予算執行使途に関する裁

量の拡大と説明できる。

2004 年度からの国立大学法人化に伴って、国立大学の附属小中高等学校の教員が公務員ではなくな

り、人事院勧告を受けて策定されている一般職の職員の給与に関する法律から、従前の教育職俸給

表（二）、教育職俸給表（三）及び教員に特有の手当に関する規定が削除された。これはすなわち、

これまで公立学校教員の給与の種類と額を定める際の基準としてきた国家公務員である国立学校教

員の給与の種類と額の定めが消滅したことを意味している。公立学校教員の給与については、その

種類についての関係規定は整備されたが、額については地方自治体が地域ごとの実態を踏まえて主

体的に決定できることとなった。このため、2003 年の各都道府県の人事委員会勧告のおよそ 7 割に

おいて、教員の給与制度に関する今後の検討について言及されている（25）。　

　この給与制度の変更によって国家公務員である国立学校教員に特有の給与の種類と額の定めが消

滅したので、今後は人事院勧告に基づく教員の俸給表改定や教員に特有の手当の種類や額の改定は

行われない。このため、国庫負担制度において標準定数の範囲内の教職員を仮に国立学校の教員だ

とみなして給料・諸手当ごとに上限を設定するという従来の最高限度の計算方法については、仮に

給与制度変更直前の国の俸給表と手当の種類や額を基に計算できたとしても、時間の経過とともに、

その正当性が徐々に薄れていく（26）。また、従来の計算方法では、ある一律支給の手当を低くしたこ

とによって捻出した金額を他の手当の増額分に使う、ということができず、結局は都道府県による

給与制度改革に対して抑制的に働きかねない。このようなことを理由として、給料や諸手当ごとの

上限ではなく、給与全体の上限までの負担に移行すべき、というのが総額裁量制の最初のアイデア

であったと思われる（27）。

　次に、具体的な総額裁量制の内容を取り上げる。

　2003 年度までは、それぞれの職種ごと、給料・諸手当の種類ごとに最高限度額を算定していた。

総額裁量制では、「義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に

要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令」及び同政令施行規則に基づき算定した都道府県

ごとの給料月額に義務標準法により算定した都道府県ごとの標準定数を乗じた金額と、諸手当につ

いて文部科学大臣が財務大臣と協議して定める方法により算定した額の合計額を合算した額（以下、

「算定総額」とする。）が最高限度額とされた。これにより、これまで行われていた給料及び諸手当

ごとの限度額と実支出額との比較が行われなくなり、算定総額と実支出額の合計額とを比較して、

実支出額の合計額が当該算定総額を超える場合においては、当該算定総額の 2 分の 1 が最高限度額

とされることとなった。

　このため、従来は給料・諸手当の費目ごとに国の水準を超える額は国庫負担の対象外とされてい

たのが、費目ごとの限度額がなくなったため、総額の中で給与の種類・額を自由に決定できること

になった。例えば、給料アップを行わないことにして節減した金額を、評価に基づき支給される手

当の新設のために使っても、総額の範囲にある限り、国庫負担の対象となることになった。

　また、総額裁量制の下では、例えば、給与の抑制措置を行って捻出した経費により標準定数を超

える教職員数を確保する場合や、常勤教員１人に代えて退職教員２名を配置することにより実質的

に標準定数を超える教職員数を確保する場合においても、総額の範囲にある限り、国庫負担の対象

となる。
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　さらに、従来は教員、事務職員、栄養職員といった職種ごとにその標準定数が上限とされていたが、

総額裁量制では職種ごとの標準定数の上限も廃止された。このため、従来であれば、例えば教員数

が標準定数より少なくて事務職員が標準定数よりも多い場合には、教員数は実数まで、事務職員は

標準定数までしか国庫負担の対象とならなかったが、総額裁量制においては教員の標準定数の余裕

分は事務職員の標準定数の超過分で埋めることにより国庫負担の対象となり、実質的に職種ごとの

標準定数は全体の標準定数の積算に過ぎなくなる。

　総額裁量制の導入とあわせて、従来標準定数に含められていなかった少人数学級編制のために必

要な教員数についても加配定数に含めることができる、という弾力的な運用が可能となった。これ

により、都道府県独自の追加的投資がゼロ又は比較的少ない状況で少人数学級編制を行うことが可

能となった。

　ただし、加配定数については、その種類ごとの上限は残っている。これらの定数は、特別のニー

ズに着目して算定されるものであり、そのニーズに沿って教職員が配置されるべき、という考えに

よるものであろう。

（３）地方交付税交付金化の特徴

　次に、義務教育費国庫負担制度を廃止して税源移譲を行うとともに、税源の偏在を前提として、

義務教育に必要な財源を保障するために地方交付税交付金の基準財政需要額で必要経費を算定する

場合について、その想定される内容を整理する。　　

　現在、地方交付税交付金の都道府県の基準財政需要額には、基本的には、都道府県ごとに義務標

準法の規定により算定した標準定数の教職員数に、一定の単位費用を乗じた額が算入されている。

この単位費用の額は、標準団体の行政規模を想定し、これに必要な歳出から国庫支出金により充て

られる額を減じた所要額を、標準団体の行政規模から算出される標準定数で除して求めているため、

教職員給与はもちろん含まれるが、それ以外の経費も含まれている。このように、基準財政需要額

算定においては、現行の義務教育費国庫負担制度と同様に標準定数を基礎としているが、教職員の

給与については単位費用の中に含まれており、特段のメルクマールは存在していない。

　地方交付税交付金化の場合、現在は単位費用を算出する段階で義務教育費国庫負担金が除かれて

いるため、単位費用を増額することになる（28）。

　また、本稿においては、地方交付税交付金化の場合においても、義務標準法は引き続き施行され

ていることを前提とする。このため、務台（2004）が指摘するような国の関与を背景に、学級編制

や教職員定数の標準などの義務標準法の規定は、現行と同様に適用されることを前提として以下の

論考を進めたい。

５．総額裁量制と地方交付税交付金化の比較

　ここでは、現行制度を基準とし、総額裁量制、地方交付税交付金化のそれぞれについて、地方分

権の拡大という観点と、全国的な義務教育の水準確保という観点から、その特徴を分析し、評価を

行う。

（１）地方分権の拡大の観点

　①学級編制基準の観点
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　学級編制基準については、義務標準法で40人という標準が定められ、都道府県教育委員会（以下、「都

道府県教委」とする。）が特に必要があると認める場合はこれを下回る特例基準を定めることができ

る。この特例基準の設定が 2001 年に可能になるまで文部科学省は 40 人という標準について厳格な

運用を行ってきたが、義務標準法の改正により特例基準の設定が可能になった後は、2001 年度には

10 府県、2002 年度には 22 道府県、2003 年度には 30 道府県が特例基準を設定した。2001 年度からは、

義務標準法によって特例基準の設定は可能となったが、国庫負担制度は、40 人の学級編制によって

算定される標準定数を上限としており、40 人を下回る学級編制を行った場合に追加的に必要になる

教員については国庫負担の対象外であった。もちろん、各都道府県が独自に教員給与を負担するこ

とを国庫負担制度は禁じていないが、独自の追加的投資が必要なことが実質的に特例基準の設定に

抑制的に働いていたと考えられる。ただ、2001 年度に特例基準の設定が可能となって以降、６割を

超える都道府県教委が導入していたことを考えれば、この抑制機能はそう大きくはない（29）。

　総額裁量制の下でも原則は同じであるが、総額裁量制の導入とあわせて従来標準定数に含められ

ていなかった少人数学級編制のために必要な教員数について加配定数に含めることができる、とい

う弾力的な運用が可能となった。これにより、都道府県独自の追加的投資がゼロ又は比較的少ない

状況で少人数学級編制を行うことが可能となり、2004 年度には、9 割近い 42 道府県が導入した。こ

こで着目したいのは、加配定数の全体の枠は決まっているので、少人数学級編制のために加配定数

を充てれば、習熟度別指導等に充てていた定数が少なくなることである。文部科学省は従来、少人

数学級編制ではなく科目等に応じた習熟度別指導等の推進を図ってきているが、国の判断がどうで

あれ、そのどちらを取るかを都道府県教委の判断に委ねた点で、地方分権が拡大したものと評価で

きる。一方で、その他の加配定数（児童生徒支援、研修・研究等に関するもの）については総額裁

量制の導入に合わせての弾力化は行われておらず、国が必要と考える施策の内容に都道府県を誘導

するという機能が依然残っている。

　次に、地方交付税交付金化の場合だが、義務標準法の規定が引き続き適用されることを前提とす

れば、学級編制に関しては、特例基準の設定による少人数学級編制について総額裁量制と同等の自

由度が認められるのみである。また、この場合にも義務標準法により算定した標準定数の数に単位

費用を乗じることになっているため、引き続き加配定数についてはその目的どおりに教員を配置す

ることが求められる。

　

　②教職員数の観点

　次に、実際の教職員数が標準定数を超えたり、下回ったりすることに関して整理する。これまでは、

標準定数までが国庫負担と地方交付税交付金の対象なので、標準定数を超えた場合には都道府県の

追加的な財政負担が必要であり、抑制的に働いていたと思われる。下回る場合には、その分国庫負

担は減額となるが、地方交付税交付金は減額とはならないので、その分他の経費（教育費に限らない）

に充てることができた。この場合の評価は難しい。得られるべき教育予算を得ていないという観点

からは抑制的に働くが、地方自治体の一般財源の有効活用という観点からはインセンティブが働く。

　総額裁量制の場合も、標準定数の総数が変わるわけではないので、これまでと同様であろう。た

だし、教職員の給与を下げて生まれる余裕額を充てて標準定数を上回る教職員を確保することや、

逆に標準定数を下回る教職員しか確保せずに生まれた余裕額を給与アップに充てることは裁量の範

囲となる。

　地方交付税交付金化の場合は、標準定数を超える場合についてはこれまでの制度や総額裁量制と
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同様だが、下回る場合には全額を都道府県が教員給与費以外の経費、さらには教育費以外の経費に

充てることができる。　

　さらに、職種ごとの枠について考えてみると、これまでは職種ごとに標準定数が上限とされてい

たので、例えば教員数が標準定数より少なくて事務職員が標準定数よりも多い場合には、教員数は

実数まで、事務職員は標準定数までしか国庫負担の対象とならなかったが、総額裁量制においては

教員の標準定数の余裕分に事務職員の標準定数の超過分を充てれば国庫負担の対象となり、実質的

に職種ごとの標準定数は全体の標準定数の積算に過ぎなくなり、都道府県教委の裁量が広がる。こ

れは地方交付税交付金化でも同様であろう。

　③教職員給与の観点

　次に教職員給与の観点について整理する。従来の給料及び諸手当ごとに限度額と実支出額との比

較を行っていた方法では、手当の額を変更することには抑制的に働いてきた。

　総額裁量制になると、給料・諸手当の額を含めた算定総額と実支出額の合計額とを比較して、実

支出額の合計額が当該算定総額を超える場合においては、当該算定総額の 2 分の 1 が最高限度額と

なるため、例えば、給料アップを行わずに節減した金額で、評価に基づく手当を新設することが可

能である。では、給与全体について上限よりも上回ったり下回ったりすることについてはどうであ

ろうか。上限よりも上回る場合には、都道府県で追加的な負担が必要なので、抑制的に働くであろう。

下回る場合には、そのことによって節減した経費によって教職員数を増やすことが可能になる。た

だし、教員等の給与費等に使われない限りは、国庫負担されず、単純な減額となる。なお、給与に

ついては地方公務員法第２４条第３項の均衡原則と人材確保法等の規定を遵守する必要があるので、

水準の大幅な変更は難しいと思われる。

　地方交付税交付金化では、給料と手当ごとの上限などはもちろんないし、給与全体の上限もない。

その意味では、給与の内容についての自由度は高いが、総額裁量制の場合と同様、給与関係の法令

により自ら限界がある。給与費を抑制して捻出した金額は教員等の給与費等以外に充てることがで

き、他の教育関係費はもちろん、教育関係費以外にも充てる事ができる。

（２）全国的な義務教育の水準確保の観点 (30)

　①義務教育費の総額確保（31）の観点

　これまでの制度では、標準定数の範囲内の教職員について、仮に国立学校の教員だとみなして算

定する給料・諸手当の額を限度額として設定してきた。標準定数は義務標準法によるものであり、

給与も一般職の職員の給与に関する法律及び同法に基づく人事院規則等国の法令により給料、諸手

当の種類、支給要件や額が定められており、当該都道府県内の学校数や学校ごとの児童生徒数、実

際に任用されている教員の経験年数など給与額に影響を与える客観的事実等が分かっていれば、基

本的には機械的に算定できた。この算定方法は、標準定数の枠内であれば、できるだけ実際に教員

の給与費に要している経費に近い額を負担対象とすることを可能としてきた。

　小川（1991）は、第 2 次世界大戦後、国において教育条件法制成立への模索が続いた後、義務標

準法の成立により、「教育基準が国庫負担金制度と交付金制度という財政制度を通じて財政（補助）

基準と一体化され」たことを指摘している。確かに、本稿でもこれまで論じてきたように、義務標

準法は財政基準としても機能しているが、財政基準としてもう一つ大きな役割を給与基準が果たし

てきたことを指摘したい。初任の教員と中高年の教員では給与額が大きく異なり（32）、このような給
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与額の差が教育財政の必要額算定において大きな比重を占めるために、これまでの国庫負担制度は

給与について厳密な算定方法をとっていたと思われる。

　一般に、財政基準がより上位の法令によってより詳細に定まっていれば、その時々の財政事情に

影響された行政府の判断によって予算の抑制が行われる可能性は低い。総額裁量制の下での財政基

準については、義務標準法は従来と同様であるが、給与基準については大幅な変更があった。今後は、

財政基準としての給与の種類については法律だが、給与の額については文部科学省令が最も上位の

法令となる。これにより、財政基準としての給与基準がその時々の財政事情に左右される可能性は

現行よりも高くなると思われる。

　地方交付税交付金化については、そもそも単位費用が教員給与に限って定められておらず、その積

算内容も明らかにされていないため、その時々の財政事情に影響される可能性は一層高いと言えよう。

　②教育費以外の経費への流用の観点

　現行制度はもちろん、総額裁量制についても、教職員の給与費以外に使うことはできないので、

他の経費に流用することは不可能である（33）。

　地方交付税交付金化の場合は、教職員の給与費も含めて教育費として積算された経費を他の経費

として使用することはもとより可能である。ここで着目すべきは、都道府県は小中学校の直接の設

置者ではないために、仮に教職員の給与費以外の教育費に充てるといっても、設置者管理主義・設

置者負担主義の下での都道府県の権限には限りがあり（34）、結局は小中学校の教育費以外の経費に充

 観          点 国庫負担制度(~2003 年度) 総額裁量制(2004 年度~) 地方交付税交付金化(議論中) 

  

学級編制基準 

少人数学級編制は可能だが、

都道府県の追加的な費用負担

が必要なので抑制的。 

少人数学級編制に必要な費用

の一部を国が負担。 

同左 

  

 

教職員数 

標準定数を超えることには抑

制的。 

 

 

職種ごとに標準定数の上限が

設定されている。 

給与を下げることによって生

まれる負担金の余裕額によっ

て標準定数を超える教職員を

確保することが可能。 

職種ごとの標準定数は積算に

過ぎなくなる。 

標準定数を超える場合は現行制

度や総額裁量制と同様。下回る場

合は余裕額全額を他の経費に充

てることが可能。 

同左 

  

教職員給与 

国と違う制度・水準とするこ

とには抑制的に働いてきた。 

 

制度改革に抑制的に働いてき

た要素が取り除かれ、制度や

水準に独自性が発揮できる。 

同左 

 

  

義務教育費の総額

確保 

義務標準法と給与に関する国

の法令により、総額確保が制

度的に保障されている。 

給与に関する基準が国庫負担

金の積算基準に過ぎなくなる

ので、その時々の財政事情に

左右される可能性が比較的高

い。 

給与に関する基準そのものがな

いので、その時々の財政事情に左

右される可能性大。 

  

教育費以外の経費

への流用 

教員の給与費以外に使うこと

はできない。 

同左 教員の給与費以外の教育費、教育

費以外の経費に使うことが可能。

都道府県は小中学校の設置者で

はないことに留意。 

地

方

分

権

の

拡

大

義

務

教

育

の

水

準

確
保
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てられる可能性が高いのではないか、ということである。

（３）総額裁量制の評価

　以上、総額裁量制、地方交付税交付金化それぞれについて、地方分権の拡大の観点と全国的な義

務教育の水準確保の観点からその制度的特徴を指摘した。総額裁量制も、地方交付税交付金化も現

行制度よりもほぼ同程度教育行政における地方分権の拡大に寄与することが予想される。地方交付

税交付金化に特有なことは、これまでみてきたように、教員給与費や教育費以外に使える自由が広

がる、というものであり、このことは確かに財政面での地方分権の拡大であるが、全国的な義務教

育の水準確保の観点からも評価を行う本稿の立場からは、肯定できるものではない。またこのこと

から必然的に、地方交付税交付金化は総額確保に困難が伴うことが予想されるとともに、教育費以

外の経費に充てられる可能性が高い。各都道府県の側、少なくとも教育行財政担当者の側から見れば、

総額裁量制は裁量を拡大すると同時に義務教育費の確保も比較的容易であり、地方交付税交付金化

にはそれ以上の裁量の拡大は期待できない一方で教育費の確保が困難になる。このため、地方分権

の拡大を肯定するとともに、義務教育に関する全国的な財源の安定的確保は不可欠と考える筆者と

しては、総額裁量制をより優れたものとして評価したい。

　しかしながら、総額裁量制にも、教員の給与費の算定面において国の財政事情に影響される傾向

が強くなる可能性がある。この点について各都道府県の関係者は、国に対してその積算基準を公表

することを求めたり、その経年の伸び率を国家公務員一般の給与の伸び率と比較してモニターする

など、実支出額の 2 分の 1 を国が負担するという法の原則からの乖離が著しくならないように働き

かけを怠ってはならないと思われる。

６．終わりに

　本稿の執筆は、現在の国庫負担制度を取り巻く環境、特に、財政の観点が強調されて論じられて

いる点、歴史的な経緯が省みられていない点に対する強い危機感を動機として行った。管見の限り、

教育財政制度に関しては、これまで歴史研究や理論研究が主流であったため、このように現在進行

中の制度改正について論考の対象とすることには困難が伴った。とりわけ、このようなアプローチ

では、なんら実証的な手法を持ち得なかったことが筆者の最大の悩みであった。総額裁量制の実際

の運用を踏まえた評価を行える日が来ることを望みたい。

〈注〉

(1) 1980 年代に財政再建、行政改革が政策課題として設定されて以降、一部の経費を国庫負担制度の対象外と

する見直しはこれまでも繰り返し行われている。詳しくは青木（2003）、清原（2003）を参照。

(2) 基本方針 2002 の内容は、経済財政諮問会議のホームページ（http://www.keizai-shimon.go.jp/cabinet/

2002/0625kakugikettei.pdf、最終アクセス日 2004.12.1）に掲載されている。

(3) 基本方針 2002 に続く三位一体改革に言及している閣議決定としては「経済財政運営と構造改革に関す

る基本方針 2003」及び「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2004」がある。いずれも経済財政諮

問会議のホームページに掲載されている。基本方針 2003 については http://www.keizai-shimon.go.jp/

cabinet/2003/0627kakugikettei.pdf（最終アクセス日　2004.12.1）、基本方針 2004 については http://
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www.keizai-shimon.go.jp/cabinet/2004/0604kakugikettei.pdf（最終アクセス日　2004.12.1）。

(4) 地方分権改革推進会議は、その設置期限が 2004 年 7 月であり、実質的には同年 5月にその役割を終えてい

るが、ここで言及した提言等に関する資料は、同会議のホームページ（http://www8.cao.go.jp/bunken/、

最終アクセス日　2004.12.1）に掲載されている。

(5)　文部科学省の主張に関しては、2002 年 8 月から 2004 年 8 月にかけて文部科学大臣が経済財政諮問会議

に提出した資料を参考とした。いずれの資料も経済財政諮問会議のホームページ（http://www.keizai-

shimon.go.jp/minutes/index.html）に掲載されている。例えば、2002 年 8 月 30 日に遠山大臣が提出した

資料は http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2002/0830/item2.pdf に、2004 年 8 月 24 日に河村大臣

が提出した資料は http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2004/0824/item1.pdf に、掲載されている。

(6) 全国知事会の「三位一体の改革に関する提言」については、全国知事会のホームページ（http://www.nga.

gr.jp/chijikai_link/2003_11_x01.pdf、最終アクセス日　2004.12.1）を参照。

(7) この具体案の取りまとめを行った際の全国知事会議の様子については、2004 年 8 月 19 日の読売新聞朝刊

3 面、朝日新聞朝刊 2 面、毎日新聞朝刊 3 面、日経新聞朝刊 3 面、読売新聞夕刊 1 面、朝日新聞夕刊 1 面、

日経新聞夕刊 1，2面を参照。

(8) この「国庫補助負担金等に関する改革案」の付記意見については、全国知事会のホームページ（http://

www.nga.gr.jp/chijikai_link/2004_8_x04.pdf、最終アクセス日　2004.12.1）を参照。

(9) この緊急要請に関しては、文部科学省初等中等教育局財務課（2004a）及び全事研会報 5 月臨時号（平成

16 年 5 月 31 日　http://www.kajiken.com/rinji160508.pdf、最終アクセス日　2004.12.1）を参照。

(10) 中央教育審議会初等中等教育分科会教育行財政部会の教育条件整備に関する作業部会がまとめた「義務

教育費に係る経費負担の在り方について（中間報告）」については、その概要は文部科学省初等中等教育局

財務課（2004b）を、全文は文部科学省のホームページ（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/

chukyo3/gijiroku/001/04053101/002.htm、最終アクセス日　2004.12.1）を参照。

(11) 一つの制度改正に着目してその特徴を明らかにすることに意を尽くすこととしたため、以下の論考が広い

視野からの議論に欠ける点は否めない。今後地方分権を一層拡大するためには、設置者負担主義の一番の

例外となっている義務教育費について、設置者負担主義という原則の観点から議論を行うことがより必要

となってくると思われる。そのような視点からは、都道府県の自由度を高めた場合の市町村との関係など、

さらに深めるべき課題があることは言うまでもない。

(12) 市川 (1983)316-317 頁、白石 (2000)134-142 頁を参照。

(13) 筆者の国庫負担制度に関する歴史的理解については、井深（2004）、小川（1991）に多くを助けていただいた。

(14) 片山虎之助大臣が提出した資料については、経済財政諮問会議のホームページ（http://www.keizai-

shimon.go.jp/minutes/2002/0521/item4.pdf、最終アクセス日 2004.12.1）を参照。

(15) 例えば、片山虎之助大臣の経済財政諮問会議での発言では、「高校もそう。標準法で決めているが一般財

源だ。高校は義務教育ではないと言われるが、実情はほとんど義務教育だ。そういう仕組みがあるのだか

ら、思い切ってやっても問題はない。（2002年 8月 30日経済財政諮問会議議事要旨、http://www.keizai-shimon.

go.jp/minutes/2002/0830/shimon-s.pdf、最終アクセス日　2004.12.1）」「高校は標準法で定数配置をして

いる。義務教育ではないが、96% 超の進学率で、今や準義務教育だ。教職員の配置は全く一緒だ。（2002 年

10 月 31 日経済財政諮問会議議事要旨、http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2002/1031/shimon-s.

pdf、最終アクセス日　2004.12.1）」などがある。

(16) 最近のものとしては、前述の「国庫補助負担金等に関する改革案（2004.8.24）」の中で、「税源移譲によ

る地方税財源の充実確保が行われた場合であっても、税源が偏在することが避けられず、地方公共団体間

の財政力格差が拡大した場合、これに適切に対応できるよう、地方交付税による財源調整機能を十分に発

揮させる必要がある。また、法令等に基づき国が国民に保障した行政サービスを実施するための財源保障

機能も不可欠であり、両機能を充実強化する。」「税源の乏しい離島や過疎等農山漁村の地方公共団体にお
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いても、安定的な財政運営が可能となるよう、地方交付税上特段の措置が必要である。また、離島の小規

模校の小中学校に係る教職員給与等についても、配慮が必要である。」などと言及されている。

(17)地方交付税交付金を財源調整機能だけを持つものに見直す改革の例としては、吉田(1998)132-134頁を参照。

(18) 本稿脱稿後、総額裁量制が 36 都道府県で利用されていないとの報道（2004 年 10 月 15 日朝日新聞朝刊 3

面）や、2005, 2006 年度の 2 ヵ年で国庫負担金を 8,500 億円削減すると政府・与党で暫定ではあるが決定

したという事実（2004 年 11 月 26 日「三位一体の改革について」政府・与党　http://www.keizai-shimon.

go.jp/minutes/2004/1126/item2.pdf を参照）などがあるが、本稿には反映していない。

(19)2004 年 4 月 1 日に全部改正される前の「義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給

与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令」第 1条及び第 3条を参照。

(20)1952 年当時の限度額設定の経緯については、相澤 (1960)376-390 頁に詳しい。

(21)1952 年及び 1964 年における限度額設定の経緯については、井深（2003）195 － 197 頁を参照。

(22)1994 年度からは、地方交付税交付金の交付団体から、財政力指数が一を超える都道府県以外の都道府県と

規定が変更となっているが、ここでは制度の連続性を重視して、「交付団体」とした。

(23)2004 年 4 月 1 日に全部改正される前の「義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給

与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令」第３条及び第４条を参照。また、金

井（2003）Ⅱ 42-43 頁は、当該条文及び関係省令を理解する際の参考となる。

(24) 以下、本稿における総額裁量制に関する論考については、2004 年 4 月 1 日付各都道府県知事及び各都道府

県教育委員会宛文部科学省初等中等教育局長通知「義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置

法の一部を改正する法律等の施行及び関連諸制度の見直し等について」、文部科学省初等中等教育局財務課

（2004c）及び文部科学省ホームページ内の「総額裁量制の導入について（http://www.mext.go.jp/a_menu/

shotou/gimukyoiku/discretion/001.pdf、最終アクセス日　2004.12.1）」を前提としている。

(25)「資料　全日本教職員組合の『03　都道府県人事委員会勧告』について（概要）」週刊教育資料　No.828　

2003 年 12 月 8 日号　39-50 頁による。

(26) 金井（2003）Ⅳ 42 － 45 頁においても、国立大学法人化の実施後に想定されるシナリオの一つとして、 教

育職俸給表（二）及び（三）の消滅後に国庫負担の基準として定められた積算根拠については、その仮構

性が高まることを指摘している。

(27)2003 年 10 月 31 日の経済財政諮問会議で文部科学省は初めて総額裁量制の検討を明言している。その際の

「遠山臨時議員提出資料 （http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2002/1031/item6-1.pdf、最終アクセ

ス日　2004.12.1）」は「負担金の定額化を平成 16 年度からの公立学校教員給与制度改革と併せ実施すべく、

直ちに検討に着手。」としており、給与制度の見直しと総額裁量制が密接な関係を持つことが示唆されてい

る。

(28) 地方交付税制度研究会（2003）35 頁を参考に 2003 年度の都道府県分の小学校費について推計したところ、

国庫支出金がある場合の単位費用が 563.8 万円であるのに対し、ない場合には 951.2 万円となる。

　 同書によれば、標準団体の行政規模（教職員数 7,426 人）においては、歳出（給与費、旅費等）が 70,639 百万円、

歳入（国庫支出金）が 28,768 百万円であり、単位費用は以下のように求められる。

　 標準団体一般財源所要額（歳出－歳入）　
＝

　70,639 百万円－ 28,768 百万円　
＝　5,638 千円

　　　　　　

　　　　　標準団体教職員数　　　　　　　　　　　　　7,426 人

　 地方交付税交付金化されれば、歳入である国庫支出金が 0円になるので、単位費用は

　 標準団体一般財源所要額（歳出）　＝　70,639 百万円　
＝　9,512 千円

　　　　標準団体教職員数　　　　　＝　7,426 人千円　　　　　　　　　　　

　 と推計することができる。

(29) 小川（1991）が指摘するように、義務標準法は財政基準として機能しているが、2001 年度に義務標準法第

3 条第 2 項にただし書を追加し、特例基準の設定を可能としたことにより、この点については義務標準法と
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財政制度が乖離したと言える。2000 年度以前の、特例基準以外の学級編制の標準に関する文部省の厳格な

運用、その厳格さと比した場合の教職員定数の標準の緩やかな運用、また、県費負担教職員制度の運用など、

県費負担教職員制度、義務標準法及び国庫負担制度の相関関係の変遷を考究することは、特に文部科学省

の政策の変遷を解明する上で興味深い課題であるが、本稿の直接の関心とは異なるため、今後の課題とし

たい。

(30) 全国的な義務教育の水準の確保に関しては、教員免許制度や学習指導要領、教科書検定制度など、財政面

以外に機能を果たしている制度があるが、本稿で取扱うのが教育財政の議論であるので、ここでは、全国

的な義務教育費の確保の観点に限って考察した。また、小中学校の運営に要する経費の約 9 割は教職員の

給与費である（「平成 13 年度地方教育費調査報告書　文部科学省」による）ため、ここでは給与費を中心

に考察した。

(31) 総額確保といった場合には適正水準の議論もあるが、ここでは紙幅の関係もあり、現時点において確保さ

れている額を前提とし、議論を進めたい。

(32) 少し古い数字になるが、平成 12 年の改正後の一般職の職員の給与に関する法律における教育職俸給表（三）

の 2 級 2 号俸（166,660 円）と 2 級 36 号俸（455,900 円）の差は 289,240 円であり、初任の教員と中高年

の教員の給与額の差を推量することができる。

(33) 注（30）で述べたとおり、小中学校の運営に要する経費の約 9割は教職員の給与費であることに留意。

(34) 特区において導入された市町村費負担教職員制度の全国化が予定され、教職員人事に関する校長や市町村

教育委員会の内申がより尊重されるなど、近年の教育行政制度改革は小中学校の設置者である市町村教育

委員会の権限をより拡大する方向で進められている。しかしながら、三位一体改革において都道府県と市

町村の間の財源の在り方について議論が進んでいるとは言えず、市町村の権限拡大とその財政力の向上は

今後の課題であろう。
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－横浜山手中華学校を事例として－

An Analysis on Bilingual Education Practices at Chinese School in Japan :

A Case of the Yokohama Yamate Chinese School

黄　 丹青 *　
                                                              HUANG Danqing

Abstract

 This paper focused on bilingual education practices at the Yokohama Yamate Chinese 

School. Both Japanese and Chinese languages are equally used for teaching at this Chinese 

School. Although based on the Japanese National Curriculum and the same subjects as formal 

Japanese schools are taught through Japanese language and virtually all the students 

pass entrance examinations to local Japanese senior high schools, Chinese Schools in 

Japan are not formally registered by the first clause of the School Education Act, and 

are categorized as‘Various Schools’. Chinese language education on the other hand puts 

emphasis on the training of communication skill.

 It is characteristic for bilingual education practices at this Chinese School that 

Japanese is the first and principal language for majority of the students, to whom Chinese 

is recognized just as a foreign language.　The Chinese School has been challenged by 

new waves. The arrival and increase of newcomer Chinese children who have no Japanese 

background since 1990s, the existence of, on the other hand, Japanese students which 

amount to 20 percent in total, and the introduction of English language education at 

primary school level, have made the Chinese School from ‘ethnic’ to ‘international’. 

The educational practices at this school give suggestive ideas about the intercultural 

education in Japan.

１．問題の提起

　80 年代の国際化、90 年代のグローバリゼーションという流れの中で、国境を超えた人的移動がさ

かんになり、「二つ以上の相異なる文化の狭間で展開する教育ないし人間形成の過程･活動を意味 ｣(1)

する異文化間教育に関する研究も活発になる一方である。1981 年の ｢ 異文化間教育学会 ｣ の成立は

それを象徴している。日本の異文化間教育の主な研究対象領域としては、「在外・帰国子女教育」、「留

学生教育」、「在日外国人子女教育」、｢在日外国人学校の教育 ｣をあげることができる。そのなかで、

研究の歴史が長く、蓄積も多い ｢在外・帰国子女教育 ｣、そして近年急速に増えてきた日本の学校に

在籍する「外国人子女教育」の研究と比べると、｢在日外国人学校の教育 ｣に関する研究成果はまだ

乏しいと言わざるを得ない。

　｢ 在日外国人学校 ｣ は佐藤郡衛氏の分類によると、どこの国の子どもにも門戸を開放している多

【研究ノート】 国立教育政策研究所紀要　第 134 集

*　研究協力者
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国籍･多民族からなる「国際学校」と、特定国の子どもを対象とする外国人学校に分けることができ

る。さらに後者は、母国の国民教育を目的とした学校と国民教育とは別途に自らの民族性を保持す

るための教育を行う「民族系学校」に大別できる (2)。しかし、それは在籍者の出身から見た場合の

分類であり、角度を変え教育内容からみると、別の分類ができる。つまり、(1) ある特定国の教育内

容或いはそれに準じたものを実施する学校と、(2) 一国に留まらず、二カ国以上の教育内容を混合し

て教える学校というように分類することもできる。その場合、「国際学校」、いわゆる ｢ インターナ

ショナル･スクール ｣ は「アメリカ、ないしイギリスに準じた教育に基づいて運営されており、教授

言語は英語 ｣(3) であるため、在日外国人学校は、(1)「国際学校」及び母国の国民教育を行う学校と、

(2) 韓国･朝鮮人学校や華僑学校に代表される在日の ｢民族系学校 ｣に大きく分けることができよう。

｢二つ以上の相異なる文化の狭間で展開する教育 ｣という異文化間教育の定義からすると、後者の教

育実践のもつ意味は極めて大きい。というのは、｢民族系学校 ｣は確かに出自の民族文化の保持を主

要な教育目的の一つとしているが、同時に在籍者の大半は日本社会で生きていくことを前提にして

いるため、主要教科は日本の学校と同じものを、それに近い時間数で、日本の教科書を使用しなが

ら教授している。さらに、小学校の時から日本の学校にない教科としての英語を設置している学校

も少なくない。ゆえに、教育の内容から見た場合には、｢民族学校 ｣や ｢民族系学校 ｣の名称が今日

においては必ずしも妥当ではなく、新しい定義が必要とされているといえる。

　ここで、教育内容の角度から民族系学校とりわけ華僑学校に注目するのには、主として二つの理

由がある。第一に、伝達する二つの文化間の独特な関係とそのバランスである。主流文化と民族文

化という言葉に象徴されるように、一般に学校に存在する二つの文化の分量と関係は同等ではない。

民族文化を背負いながら主流文化を如何に短期間で、スムーズに受容するか、あるいは主流文化側

から民族文化への理解と親しみを如何に深めるかが課題となる情況が多い。それに対して、韓国・

朝鮮人学校及び華僑学校の場合、ほぼ匹敵する分量で主流文化と民族文化の二つを伝達している。

この状況下では、一方の文化を一外国語として、或いは異文化理解の一教科として位置付けるケー

スと比べると、両文化間の葛藤がより鮮明な形で現れることが予想できる。さらに、多くの生徒にとっ

て民族言語ではなく、日本語を母語とする環境下で生活する状況は、文化の受容と変容の問題を一

層複雑にしている。民族文化の保持と主流文化の受容、この相反する二つの課題を同時に果たそう

とするとき、学校教育がどのようにして一方の文化への偏重を避け、バランスを取るのか。或いは

どちらかへ偏る場合、その理由をどこに見出すのか。それらの問題に対する答えの一つは、韓国･朝

鮮人学校及び華僑学校の実践のなかにあると考えられるからである。

　第二に、日本におけるその歴史の長さである。親の仕事により海外で生活する日本人子女が多く

なったのはおよそ 1970 年代であり、日本国内に留学生が増え始めたのは 80 年代に入ってから、そ

して日系労働者を中心に、外国人労働者の子女の教育が問題視され始めたのは 90 年代である。それ

に対して、華僑学校に限ってみれば、現存する学校或いはその前身の設立年代は 19 世紀の末から 20

世紀 30 年代の間である。無論、設立当初から一貫した教育内容を実施してきたわけではないが、長

くて 100 年以上の間、中国文化を背負いながら日本社会の中で、すなわち二つの相異なる文化の狭

間で絶えず苦悩し、学校は、教育内容を模索し続けてきた。学校はどのような変遷をたどってきた

のか。その性格と教育内容はどのような特徴を見せるのか。それはその時々の時代とどのような関

係をもつのか。これらの問題に、今日の日本の異文化間教育にとって、参考となるようなヒントが

隠されていると思われる。

　このような民族系学校の教育内容の重要性にもかかわらず、それに関する研究は十分に展開され
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てきたとはいえない。いままでどちらかといえば、人権や学習権の保障、民族性の保持との関連か

ら、学校の法的な制度、教育と差別、アイデンティティの確立などをテーマにした研究が多い。無

論それらのテーマはきわめて重要な問題を含んでおり、すでに十分に議論を尽くしたわけではない

が、教科学習が学校の主要な教育活動である以上、学校の姿を描こうとすれば、その教育内容を明

らかにする必要がある。しかし、とくに華僑学校の場合、韓国・朝鮮人学校と比べると、学校数も

在籍者数も少ないことと、差別や人権の問題がそれほど尖鋭化されてこなかったことが原因なのか、

量的にも研究が少ない。筆者のみる範囲では、学校の概観や沿革史を中心とするもの (4)、教師によ

る学校変遷に関する回想録 (5)、社会学や人類学の手法による民族的アイデンティティの確立や親の

教育期待と卒業生の職業に関する研究（６）が見られるが、教育内容に関しては、ある時期のカリキュ

ラム表と教育目標や断片的な学習内容を紹介するだけに留まり（７）、その変遷も含め系統的な研究が

皆無に近い。

　本稿では、現存する在日華僑学校５校のうち、横浜の大陸系華僑学校である横浜山手中華学校を

例に、異文化間教育における重要な課題であるバイリンガル教育に焦点を合わせ、その実態の一端

を明らかにしたい。

　バイリンガル教育は母語以外に、第二言語の習得を目標とするが、言語教育に止まらず、教科学

習も重要なテーマである。その際に、母語と第二言語の関係が問題とされる。日本ではまだその歴

史が浅く、外国人子女を対象とする日本語学習への援助も不十分であり、母語の学習に関しては、

いくつかの地方で母語教室が開かれる程度で、系統的な学習に取り組むまでには至っていないといっ

てよい。それに対して、すでに一定の蓄積のあるアメリカでは、バイリンガル教育に対して、三つ

の考え方がある ( ８)。第一は「移行型」であり、母語による学習が第二言語の習得を助けるための

手段であり、目標に達したら終了するというタイプである。第二は「維持型」であり、英語の習得

したあとも、母語の学習はその保持と伸張のため継続するものである。第三は ｢ 双方向型 ｣ であり、

二つの言語の一方をそれぞれ母語とする生徒が一緒に授業を受けるプログラムである。

　では、山手中華学校のバイリンガル教育はどのようなものなのか。上述のタイプのどれかに近い

なのか、それともまったく独自の類型を作り出しているのだろうか。その分析を行うときに、実践

も研究も先行している外国の状況を参考にする必要があると思われるが、日本の社会に照準を合わ

せる視角も不可欠である。筆者はバイリンガル教育を ｢ 進学準備 ｣ と ｢ コミュニティ ｣ という 2 つ

の角度から分析する必要があると考える。学歴社会と呼ばれる日本においては、学歴の取得につな

がる進学準備と学校教育とは切っても切れない関係にある。外国人学校にとっても生徒の大半が日

本に生活基盤をおく以上、進学準備という枠から自由にはなれないと推測されるからである。

　また、言語の教育はそれを使う人々の生活から離れたら、教科書の学習に留まることになり、生

きたことばの習得が極めて困難である。日本での中国語教育という場合においては、学校の中国人

コミュニティとの関係、さらにそのルーツとなる中国との関係如何は教育に大きな影響を与える。

しかし、紙幅の関係から、本稿は ｢ 進学準備 ｣ を中心に山手中華学校のバイリンガル教育の特徴を

明らかにしたい。分析に使われる主な資料は現校長の潘民生氏、元教師の符順和氏へのインタビュー
(9) 及び 1970 年に創刊された学校通信『民族教育通信』の 1986 年３月号～ 2004 年 3 月号 (10) による

ものである。

２．バイリンガル教育の変遷
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　（１）学校の沿革と概要

　横浜山手中華学校の歴史は、日本で最初の華僑学校「中西学校」に遡ることができる。それは孫

文により 1897 年に横浜で設立された学校であるが、翌年の 1898 年に康有為らの手に収められ、「大

同学校」と改名された。そのため、孫文は 1905 年に同じ横浜で新たに「華僑学校」を設立している。

この２校の教授言語はいずれも広東語であった。それに対して、上海語で授業をする学校の開設要

求が上海、浙江、江西出身の華僑から出され、同じ 1905 年に「中華学校」が設立された。このよう

に横浜の中華学校は三校鼎立の状態であったが、1923 年の関東大震災で三校とも全壊し、翌 1924

年に一つに合併し、広東語を教授言語とする「中華公立学校」として再出発した。同校は戦時下の

1945 年、空襲に見舞われるが、翌 1946 年に華僑の手により再建された。それを機に学校は、教授言

語の方言から標準語への統一と、1947 年の中学校及び幼稚園の増設という変革とともに、校名も ｢

横浜中華学校 ｣に改め、新しいスタートを切ったのであった。

　しかし、1952 年に、大陸と台湾との対立を背景としたいわゆる ｢学校事件 ｣(11) が起こり、それをきっ

かけに学校が二つに分裂した。台湾支持者は旧校舎に留まり、現在の横浜中華学院にいたるが、そ

れに反対する生徒と教師の約 600 人は、校舎への立ち入りが禁止されたため、華僑の住居や職場の

空きスペースを借り、分散授業の形で教育活動を続けた。翌 1953 年に別の敷地に校舎を建設し、新

しい学校を設立した。それが現在の横浜山手中華学校である。同校はまもなく各種学校として認定

され、さらに 1966 年に学校法人 ｢ 横浜山手中華学園 ｣ の申請が認可された。その後、より系統的な

教育を与えようと、1967 年に高校部を新設したが、各種学校であるため、大学進学という壁を前に

生徒数が減少し、1985 年に廃止した。以降、横浜山手中華学校は、幼稚部、小学校部、中学校部か

ら構成され、今日にいたっている。

表 1　現在の週時数表

　　　　注：1) 2003 年度の学校パンフレット及び校長へのインタビューによる。

　　　　　　2) 黒地の授業用語は中国語で、白地は日本語である。グレーの図工と音楽は両方の言語を使用する。

　　　　　　3) 小学校の中国語は中文と会話に分けられ、中学校は精読、略読、会話、作文に分けられる。

　　　　　　4) 小学校の英語 (英会話 )はネイティブによる授業である。　

 小一 小二 小三 小四 小五 小六 中一 中二 中三 

中国語 10 10 8 8 8 8 8 8 8 

歴史地理     3 3 2 2 1 

日本語 4 4 4 4 4  4  5  5  4  

日本社会   2 2 2  2  3  3  3  

数  学 4 5 6 6 5 5 3  3  4  

理  科   3 3 3  3  3  3  4  

英  語     1 1  4  4  4  

図工美術 2 2 2 2 2 2 1  1  1  

技術家政       2 2 2 

音  楽 2 2 2 2 1 1 1  1  1  

体  育 2 2 2 2 2 2 2  2  2  

習  字    1 1 1    

集団活動 1 1 1 1 1 1    

HR    1 1 1 1 1 1 

計 25 26 32 30 34 34 35 35 35
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　このように、山手中華学校は多くの天災と人災に見舞われ、制度的に幾度も変化を余儀なくさせ

られてきた。それと同時に、教育内容においても日本社会への適応と民族文化の保持との間のバラ

ンスをめぐって揺れつづけてきた。現在の山手中華学校は、生徒数 392 人に教職員 31 人 (2004 年 3

月現在 ) で、表１通りのカリキュラム (12) に基づいてバイリンガル教育の実践に取り組んでいる。次

はここにたどりつくまでのあゆみをまず概観しておこう。

　（２）民族教育からバイリンガル教育へ

　表 1 のように、横浜山手中華学校はバイリンガル教育を実施しているが、一般に民族 ( 系 ) 学校

と呼ばれるのは全面的に民族教育を打ち出した歴史があったからである。ここでは変化の原因とそ

の経過を辿ってみよう。

　「華僑」の「僑」は海外での仮住まいという意味であるといわれる。横浜の華僑一世もその例に漏

れず、主に広東省や福建省、上海近辺の沿海地方から来た出稼ぎである。その子女を対象とした中

国語教育を施すため、19 世紀の末と 20 世紀の初頭に 3つの学校が設立され、広東語或いは上海語を

授業用語にしていた。それは来日華僑の一世は方言を生活用語とし、その言語を中心にそれぞれの

コミュニティを作っていたことと深くかかわっている。

　終戦後の再建を機に、1946 年に校名は横浜中華学校となり、授業言語も標準語に改められた。そ

のときは完全な中国式を基準として運営されており、9月はじまりの新学期制を取り入れ、中国の華

僑委員会の編纂した教科書を使い、年間の行事アレンジも休祭日も中国の学校と同じであった。

　しかし、1954 年に「アチーブメント・テスト」が日本の高校入試に取り入れられたことをきっか

けに、比較的に純粋な民族教育が変わり始めた。そのときまで中華学校の卒業生は高校の計らいで、

例えば簡単な日本語と数学のテストで進学を果たしていたので、入試の影響を受けずに民族教育を

続けてこられたが、アチーブメント･テストでその状況が一変した。

　まずはテストに直面する中三の教科編成が変えられた。つまり中 2 まではいままでの民族教育を

そのままにし、中 3 になると、「中国語」と「中国史」を残しつつ、できる限り日本の中学校 3 年

の教科すべてを教える事にした。しかし、神奈川県の「アチーブメント・テスト」が中 2 に早めら

れたのに伴い、日本語の教育をより下の学年に下ろさざるを得なくなり、結果としては中国語の教

育一色だった小学校部でも日本語を教えるようになった。それも最初は小学校 5 年からであったが、

次第に 3年からになり、最後に入学時からになった。

　結局、入試対策と民族教育の両方をこなす妥協案として、「二本足で歩く」という方法がとられた(13)。

つまり、小学校は中国語の教育を中心とし、日本語を平行して教える。それに対して、中学校になると、

逆に日本語の教育を中心に据え、「中国語」と「中国社会」は残すが、ほかの時間は日本のすべての

教科にあてた。その傾向は、今になっても変わっていない。

　この一見バランスの取れたバイリンガル教育に対して、その後中国語の教育が不十分であるとい

う不満が親から出され、日本の高校受験を避けるために、高校を設立して、一貫教育を行おうとい

う議論が高まった。早速準備委員会が設立され、校舎改築を機に、1967 年に高校を新設した。これ

で中国語の一貫教育をより徹底したものにしようと計画されたが、同校は「各種学校」であるため、

卒業生には大学の受験資格はおろか、専門学校の受験資格さえなかった。これがネックとなり、大

学進学をめざす生徒は母校の高校部ではなく日本の高校を選択したことは容易に想像できる。その

結果、高校部への応募者は年々減り、1982 年についに募集をやめ、85 年には高校部は廃止となった。

　結局高校進学の課題を解決するために、学校は日本語による教育へ徐々に傾斜していくが、20 世
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紀の 90 年代に入ってから、新しい変化が現れた。中国経済の目覚しい成長と日中間交流の増大によ

る中国語の地位の向上である。学校は長い間削減される一方だった中国語の時間を増やし、より実

用的な中国語の練習に力を入れるようになったのである。

　資料上の限界のもあり、細かい分析は難しいが、表２は 1958 年、1978 年、1993 年と 2002 年と、

計 4年分の「中国語」、「中国社会」と「日本語」、「日本社会」の週時間数を整理したものである。

　まず「日本語」と「日本社会」を見ると、全体的には多くなる傾向を示している。小 1 の場合、

58 年はなかった ｢ 日本語 ｣ が 78 年に設けられ、小 4 と小 6 は 78 年に ｢ 日本語 ｣ が増加し、｢ 日本

社会 ｣も現れた。中１も 78 年に ｢日本社会 ｣が設置されるようになり、中 3では 1時間増やされた。

それは前述の進学対策としての日本語教育の導入、その増加と低年齢化という傾向と一致する。と

くにバイリンガル教育においては、日本語による「日本社会」をとりいれた意味が大きい。つまり、

言語としての日本語に留まらず、日本語で行う教科学習により、一つのハードルを越え、日本の学

校の教育内容に一歩近づいたといえる。

　それに対して、「中国社会」は減る傾向にあるが、中国語は逆に増加している。その傾向はとくに

小一、中二、中三の場合顕著である。｢日本語 ｣と ｢日本社会 ｣の増加は 78 年から始まり、「中国語」

の増加と ｢ 中国社会 ｣ の減少は 2002 年に表れている。つまり、比較的に早い時期から膨大な時間が

必要である進学準備により一層力を入れてきたが、近年の傾向として中国語の教育は、全般にわた

学  年  年  中国語  中国社会  日本語  日本社会  

小  一 1958 0 0 0 

 1978 9 0 3 0 

 1993 10 0 4 0 

 2002 10 0 4 0 

小  四 1958 0 2 0 

 1978 8 0 4 2 

 1993 8 0 4 2 

 2002 8 0 4 2 

小  六 1958 4 2 0 

 1978 8 4 4 2 

 1993 8 4 4 2 

 2002 8 3 4 2 

中  一 1958 4 4 0 

 1978 6 3 4 3 

 1993 6 3 4 3 

 2002 8 2 5 3 

中  三 1958 2 4 2 

 1978 6 

6 

10

7 

7 

6 

3 4 3 

 1993 6 3 4 3 

 2002 8 1 5 3 

表２　４教科の週あたり授業時数の変化

　注　１）各年度の時間割により作成した。
　　　２）中国語の「習字」、「会話」、「作文」をまとめて「中国語」として集計した。
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る民族教育よりも、言語に絞り込み、重点化するようになった。

　｢ アチーブメント･テスト ｣ をはじめとする日本の受験体制に取り込まれるということは、中華学

校における中国語の教育の後退を意味するものでもあり、学年があがるにつれ、その傾向が一層顕

著になる。しかし、それは単なる量的な変化ではないと思われる。中国語の地位向上で、日本人の

入学者が増えるに従い、中国語が「民族言語」から「国際語」へ変容し始めたときから中国語教育

に質的な変化が現れ、それがカリキュラムに反映されたのである。言い方を変えると、中華学校の

中国語は中国人が民族文化を保持するための象徴としての役割を超え、国籍や文化背景を問わず、

国際色を豊かにするための有力なツールの一つとなったのである。

　ここまでの分析から、山手中華学校におけるバイリンガル教育の発展段階をつぎのようにまとめ

ることができる。試験制度による導入期から始まり、両言語の一進一退が繰り広げられた葛藤期を

へて、進学試験をクリアしながら、民族文化を如何にして保てるのかという苦悩期が長く続いたと

ころ、中国語に別の意味が付与されることにより新しい局面を迎える再生期の幕があけたのである。

　

３．バイリンガル教育と進学

　（１）進学とバイリンガル教育のジレンマ

　前節では、山手中華学校のバイリンガル教育は日本の高校への進学準備をきっかけに始まったこ

とを述べたが、本節では、それが学校に与えた影響を学校の性格と規模の変化から分析してみよう。

　山手中華学校にとって、進学には 2つの意味がある。1つは ｢各種学校 ｣という法的な位置づけか

ら日本の学校に進学する資格が従来なかったことであり、もう一つは神奈川県の高校入試制度参加

可能となったことである。この 2つの「進学」は共に学校に大きな影響を与える要因であった。

　まず進学資格の問題をみてみよう。戦後横浜中華学校が再建されてから、学校の趣旨に賛同し、

遠隔地からも華僑が子弟を入学させてきた。親の負担を軽減するために、1960 年に寮を設立し、69

年にはさらに３階建て 100 名ほど入れる寮を新設した。しかし、寮生にとって最大の問題は、卒業

して戻った地元に、彼らを受け入れる上級学校がなかったことである。結局地方からの入学者は減り、

1988 年には寮が閉鎖され、土地も売却された。

　もう一つは前述した高校部の存廃経緯である。中国語力の低下を防ぎ、より徹底した民族教育を

意図して 1967 年に設立された高校であったが、やはり卒業生には大学や専門学校に進学する資格が

なかった。当時の校長馬広秀氏によると、それを知ったときのショックは非常に大きく、応急措置

として、第一期卒業生を日本の高校三年に編入させてもらい、一年遅れでまた進学を考えることに

なった。その後学校側はかなり努力したが、いくつかの文系私立大学と、横浜市立大学しか在日の

子女に門戸が開かなかった (14)。あまりにも狭い進路選択幅がやはり生徒数の減少につながり、高校

部も 85 年に第 15 期生を送り出して幕を閉じることになった。

　このように民族教育だけでは出口が見えない代わりに、地元神奈川県の高校への進学準備はかな

り成功を収めた。民族系学校では、受験に必要な学習時間数は日本の学校と比べると、大幅な制限

を受けるが、山手中華学校長校長へのインタビューによると、以前は家庭の経済的な事情で進学よ

りも就職を選ぶ卒業生が少数いたが、現在は全員高校に進学するそうである。資料の制限で 85 年か

らのデータしかないが、それ以前の状況もそれほど大きくは変わらないと推測できる。

　表３によると、卒業生の大半は神奈川県立及び横浜市立か、私立の高校に入学することになる。｢

進路未定 ｣は 86 年に、｢家業 ｣と「就職」はそれぞれ 85 年と 97 年にあったが、例外といえる。
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　確かに、進学というルートを通して、日本の高校に接続できたことで、山手中華学校が日本社会

にもある程度認知されるようになったが、新たなジレンマに陥ったとも考えられる。つまり、学校

の存立意味をどこに置くのかということである。中華学校はもともと民族文化の継承を目的に設立

されたが、目的に忠実であると、卒業生の進路が閉ざされ、高校部のように学校の存続さえ危なく

なる。一方、高校進学の対策に力を入れ、日本語の比重を高めると、何のための中華学校かという

疑問が生じる。進学対策に対応して比較的早い段階で、学校側は「小学校は中国語とそれによる教

育を中心に、中学校になると、日本語による教育を中心に」という方針を打ち出し、そのバランス

を取ろうとした。しかし、民族教育と進学教育という異なる方向を目指す 2 つの教育体系を同時進

行的に施行することは、逆に学校の立脚点を曖昧にしたともいえる。

　両立の方針が実施されてから、当時の校長である馬広秀氏は教師と親の状況を次のように述べた。

全体の授業時間数は日本の学校より多くなるのに、日本語の科目と中国語の科目を教える教師の双

方から、それぞれもっと時間を増やしてほしいという要望を出された。また、PTA では、「中国語教

育をもっと重視してほしい」という声と、「うちの子が一流の県立高校に入れるようにしてほしい」

という声の、双方矛盾する要求が出されたそうである (15)。明らかにその 2つの目標の両立は難しく、

学校は両者の間で揺れ動き、苦悩してきたのである。現実的には2つの教育の両立を学校の特色とし、

『学校通信』にもそのメリットが強調され、さらに教師が家庭訪問をして新入生の入学を勧めていた

が、入学者の数は 1975 年から 1995 年まで減少の一途を辿ってきた (表 4)。馬校長の文章によると、

1953 年に日本人引揚船の往路に便乗して中国に帰る生徒が 100 名ぐらいあり、生徒数は 600 余り名

年度 卒業生総数 県立･市立 国立･都立 私  立 外  国 家業･就職 未  定 

1985　　　32 15 0 15 0 2 0 

1986 37 9　　　　　0 25 0 3 

1988　　　40 25 1 14 0 0 

0 

0 

1989　　　26 10 1 15 0 0 0 

1992 24 6　　　　　0 18 0 0 

1993　　　24 11 0 13 0 0 

0 

0 

1994　　　29 12 0 16 １カナダ 0

1995　　　22 11 1 20 0 0 0 

1996　　　25 10 1 14 0 0 

1

0 

1997 29 8　　　　　1 19 0 0 

0 

0 1998 20 10 1 0 0

1999　　　27 15 2 10 0 0 0 

2000　　　27 18 0 8 1 中国 0

2001　　　31 15 0 16 0 0 0 

0 

0 2002　　　28 18 0 9 １米国 0

9

表３　各年度の進路状況

　注：1)　出所は毎年度 3月の学校通信である。
　　　2)　県立・市立は神奈川県立と横浜市立高校である。
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から 500 余り名に減り、後に 1971 年の中国の国連への復帰、1972 年春のニクソン訪中及び同秋の日

中国交回復で、3回ともそれぞれ 60 名ほど増えたが (16)、全体的には 1994 年まで減少が止まらなかっ

た。

　生徒数減少の原因はいくつもあると思われるが、民族教育から進学校へ性格を変えたことがその

一つであると考えられる。というのは進学を果たすのに、中華学校は学校資格の点においても、学

習時間の点においても、明らかに不利であるからである。しかし、理由はそれだけではない。実際に、

進学準備のための日本語による教育はそれほど変わらないのに、90 年代の半ばから入学者が多くなっ

ている。それは何故か、次節では、バイリンガル教育のもう片方である中国語教育の側面から、学

校の性格を分析したい。

　（２）進学校にとっての中国語教育とその変化

　純粋な民族教育から出発した山手中華学校にとっては、中国語の教育は無論大きなウェートを占

める。たとえバイリンガル教育を始めたとしても、学校を象徴する重要な要素であるには変わりは

ない。しかし、第 2 節ですでに言及したように、中国語の教育の意味は不変ではなく、時期により

その性格が変わるものである。中国語の教育に対する分析も 3 つの視点が必要であると思われる。1

つ目は、日本社会、或いは日本語の教育との関係である。2 つ目は、中国との関係である。そして、

3つ目は、横浜在住の華僑の状況である。

　中国語の教育を見るのに、まず 1 つ目の問いは、どうして学校が民族教育から極めて簡単に日本

の試験制度へ移行出来たのか。移行後に中国語の教育はどうして大幅に日本語の教育に譲歩したの

か、ということである。つまり、欧米系の外国人学校のように、日本の教育制度に組み込まれずに

母国の教育を実施することも選択できたからである。答えのひとつは前述のように、華僑の生活基

盤は日本にあるからである。1953 年に、中華学校の生徒 600 余名の中で、約 100 余名が帰国した。

中国残留日本人を迎えに行く日本船に乗せてもらうかたちであった。帰国しなかった華僑は少なく

ともその時点で留日を選択したであろう。1972 年の日中国交回復まで、大陸支持派の華僑はパスポー

トさえ持てず、簡単には出国はできなかった。長い間の祖国との隔絶から日本で生きていこうと決

めた華僑がほとんどであろう。ゆえに、日本の制度に従い、日本で生きていくのに必要な資格を身

につけるのはきわめて重要なことであり、学歴はそのような資格の一つである。

　それと反対に、中国語の教育に関しては、民族文化の保持という抽象的な理由を除き、日本にお

いては具体的で実用的な理由は見当たらず、日本語の教育のように、クリアすべき進学試験のよう

な客観的な基準もなかった。中国との関係の希薄な二世、三世になると、中国語は日常生活からほ

とんど遠ざかり、実際に母語は日本語であり、母国語の中国語ではなくなる。　　

　このように、日本語の必要性と中国語の非実用性が相まって、学校では民族教育を持続させなが

らも、実は日本語による教育の優先順位の方がより高かったと筆者は見る。

　しかし、80 年代の後半、とくに 90 年代から、日中間の交流が盛んになるに従い、中国語の実用性

が高まり、追随して中国語のレベルを測る制度も整備されるようになった。日本国内の中国語検定

1975 年 1980 年 1985 年 1990 年 1995 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 

479   467   321   265   246   313   355   386   392 

表４　1975 年～ 2003 年の年度別生徒数 (人 )

　注：出所は 2002 年までは 02 年度の成績展覧会冊子である。03 年の数字は校長へのインタビューによる。
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や中国留学に必要な検定制度も日本社会での知名度が高くなってきた。それらの状況は中華学校の

中国語教育に活気をもたらし、中国語教育の性格や方法をも変えたのである。

　中国語の教育に関する簡単な経緯は以下のとおりである。終戦直後に標準中国言語（「普通話」）

でスタートした時点では、標準中国言語のできる大陸からの留学生が教師として採用され、国内と

ほほ同じレベルの教科書 ( 中国の華僑委員会による編纂 ) を使い、授業をしていた。共産党政権の

成立後は、香港で出版された華僑向けの教科書を使用したが、繁体字である上、南洋向けであるため、

生徒の生活環境と大きくかけ離れていた。1972 年にその修正案として、教師たち自身で中国語教科

書を創り、算数･数学は日本の教科書を翻訳して教えていた。80 年代に入ってからは、中国国内で編

纂した華僑向けの教科書を使っていたが、そのときまで、基本的には教科書による読み書き中心で、

コミュニケーションを取れるまでにはなかなか到達しなかった。学校でも ｢聾唖中国語 ｣（聞き取れ

ない、話せないという意味）の現状を変えるために、読み書き中心の ｢ 語文教育 ｣( 中国語の国語 )

から聞く話すことを中心とする ｢ 言語教育 ｣ への改革をはじめた。1993 年には北京語言学校との協

力でそのための教科書づくりに取組み、文章と会話と練習帳のセットからなるこの教科書は、現在

も使用されている。算数は日本の教科書からの翻訳をやめ、中国の教科書を用い中国語でそのまま

教えるようになった。

　現在の中華学校では、バイリンガル教育を全面に打ち出し、中国語をより実用的な言語として位

置づけている。具体的な対策としては時間数を増やし、言語教育により力を入れ、さらに中国語検

定の受験を奨励することで動機づけを強めようとしている。その結果日本語の教育が優位を占めて

いた状況を変え、中国語の教育と日本語の教育の両方においてその意味を見出すことで、中国人だ

けではなく、日本人をも引きつけたのである。2003 年度の生徒数 392 人のうち、日本国籍は 56％で

あるが、日本人は全体の 2割まで占めるようになった。

４．まとめと課題

　以上の分析に基づき、横浜山手中華学校のバイリンガル教育に関しては、二つの特徴をあげるこ

とができる。

　第一に、バイリンガル教育は言語の問題に留まらず、その背後にある二つの国の社会制度や、両

国間の関係等から大きな影響を受ける。日本国内の民族教育に対する認証制度があれば、もしくは

外国人学校をも対象とする受験制度があれば、あるいは中国にも ｢ 在外子女 ｣ の学校制度があり、

山手中華学校はそのような学校の一つとなれば、民族教育からバイリンガル教育への変容は起きな

かったかもしれない。また、定員割れによる随時募集中の状態から抽選による入学選考へという学

校の発展史においても、中国語教育の性格と方法の変容においても、バイリンガル教育は両国間の

交流の多寡とその性質と切り離せない。つまり、バイリンガル教育は言語だけの問題ではなく、関

連する多くの要素に制約されるものである。

　第二に、母語と民族的背景の不一致が、一般にいうバイリンガル教育と異なる点である。アメリ

カでは、バイリンガル教育は英語以外の言語環境に育った、或いは現在もそのような環境にある児

童の英語能力を高めるために開始されたものである。母語の教育プログラムを組み込んだのは英語

の学習効果を向上するためであり、その考え方を端的に表したのは ｢ 移行型バイリンガル教育 ｣ で

あろう。そのタイプは現在でもバイリンガル教育プログラムの大半を占める。それに対して、現在

の山手中華学校の教育内容と在籍者の背景をみると、その教育は ｢ 維持型バイリンガル教育 ｣ か、｢
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双方向型バイリンガル教育 ｣ であると言えよう。つまり、日本語と中国語のどちらが母語であるの

かにもかかわらず、そのどちらにも高い目標が設定されており、それが教育活動に反映されている。

また、日本語と中国語のどちらかを母語とする児童が共に学ぶということから、｢双方向型バイリン

ガル教育 ｣ となる。しかし、その考え方は二つとも主流社会の角度からある理念を打ち出したとき

の教育類型であるが、中華学校の場合、むしろ日本在住という現実とむきあいながら、民族文化の

伝達あるいは中国語のマスターという期待から編み出した方法である。

　20 世紀の 80 年代まで、日本の学歴を身につけながら、母国語の学習もできる中華学校の趣旨に賛

同する華僑が子女を学校に送ってきたが、生徒にとって、母語は日本語であり、母国語の中国語は

外国語に等しい存在となる。そのとき問題視されたのは中国語の学習のほうである。1985 年度に初

めての大陸からの生徒が転入してから、ニューカマーの新華僑子女が増え、現在では生徒の 7 割を

占めている。時期をやや遅くして、中国の文化背景をもたない日本人の生徒も入学するようになり、

その比率が現在約 2割となっている。ここでやや補足的な説明をすると、7割ある新華僑の子女の状

況は一律ではなく、大陸から転入してくる生徒もいるし、日本で生まれ育つ生徒もいる。このよう

に、在籍者の文化背景と母語の情況が複雑であり、バイリンガル教育を困難にさせたが、例えば日

本語補習クラスの開設などの方法で克服しようとしている。ゆえに、中華学校の教育は ｢双方向型 ｣

の上に、片一方の母語を維持するだけの教育ではなく、｢ 双方向･双向上型バイリンガル教育 ｣ であ

るということが言えるだろう。

　このように、中華学校での教育は、民族教育の定義ではもうくくれないと考えられる。第一に、2

割を占める日本人の生徒にとって、中国語の教育は民族教育ではない。第二に、国際的な中国語の

地位の向上を背景に、それをマスターすることは単に母国文化とのつながりだけではなく、将来的

に国際的視野をもち、有用な資格と手段を手に入れることだと意味づけられている。母語以外の言

語を第二言語と呼び、小学校からネイティブの教師による英語の授業を増設したことはこのような

学校の意識を物語っている。インタビューの中で、潘校長は「中国文化に愛着を持つ国際人の養成

は学校の目標である」と強調した。内へ向けた硬直した民族教育ではなく、より開かれた柔軟性をも

つ国際教育の一環として中国語を位置づけたことが、おそらく日本人を引きつけた主な要因であろう。

　以上の理由から、中華学校を民族学校と定義し、一つの特殊なケースとして捉えることは学校の

実態からすでに離れていると筆者は考える。中華学校に留まらず、多くの外国人学校に日本人子女

が在籍すると同時に、一般の学校に外国人子女が入学している現在、中華学校の教育は今後の日本

の異文化間教育を考える上で、示唆に富む普遍性を持つ実践例として分析する必要があると思われる。

　このような現実を見た場合、中華学校の法的地位はもう一度検討される必要があろう。このこと

は学習権の保障や進路保障、国民教育の定義などの視点から、すでに多くの識者により指摘されて

いる (17)。本稿で研究対象として取り上げた教育内容という角度からも、学校の地位問題を実態に鑑

みて再度検討することを提案したい。長い教育実践から得た教訓と経験は、中華学校自身にとって

財産であると同時に、異文化共存という課題にすでに直面している日本の学校にとっても十分参考

とする価値があるということを最後に付け加え、結びとしたい。
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－教育令を中心として－

Japan's Education Policies in the Early Meiji Period: 

An Analysis with Scientific World-View

角谷　昌則 *　
                                                           KAKUTANI Masanori

Abstract

　The purpose of this paper is to offer a new interpretation of Meiji Japan's Kyoikurei, 

or the 1879 Education Order.  To that effect, the idea of modern scientific worldview has 

been adopted as the theoretical apparatus for analysis.  The worldview is thought to 

have emerged in Western Europe during the Scientific Revolution of the 16th and the 17th 

centuries.  Meiji Japan's Gakusei, or the Fundamental Code of Education (1872), is also 

referred for this purpose.

　In this paper it is argued that the two policies were the Meiji government's attempts 

to be in harmony with the universal laws of Nature, of which existence had been 

conceptualized since the Scientific Revolution.  The modern scientific worldview was based 

on the idea of the universal Laws of Nature.  Many educational ideas in Meiji Japan's 

Fundamental Code of Education show substantial consistency with the modern scientific 

worldview, and this is even more the case of the 1879 Education Order.  By taking such 

theoretical characteristics of the two policies into account, it is pointed out that 

the 1879 Education Order was issued to complement the Fundamental Code to overcome a 

few theoretical inconsistencies which can be identified between the Fundamental Code and 

the modern scientific worldview.  Thus it is concluded that the 1879 Education Order was 

conceptually not a replacement for but the successor to the Fundamental Code.  These 

policies can therefore be considered to be a part of Meiji Japan's strategy to benefit 

from the power of the universal Laws of Nature, which had already been demonstrated by 

the West, in order to effect national modernization.

　Despite the 1879 Education Order's strong consistency with the worldview, however, the 

policy did not benefit Japan, and thereafter the idea of the universal laws of Nature 

became no more evident in Meiji government's education policies.

１．緒言

　本稿の目的は、明治政府によって明治 12 年（1879 年）9月 29 日に布告された「教育令」について、

新しい理解の一方法を示すことにある。翌年発布されたいわゆる「改正教育令」、および明治 18 年

（1885 年）の「再改正教育令」については含まない。その理由は、本稿では近代科学の世界像に存す

る思考の枠組みが分析概念として参照されており、それを用いて教育令と明治 5年に出された「学制」
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* 研究協力者
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との論理的整合性について検討することを、主たる議論の対象としているからである 1。こうした目

的と議論から、本稿ではわが国の先行研究によく見られる教育史研究のスタイルではなく、比較研

究ならびに文明史的な視点を交えつつ議論を進めてゆくこととする。

　従来の教育令研究の特徴として挙げられるのは、教育令がアメリカの教育制度に範をとったもの

であり、なおかつ「自由主義」的政策であった、という指摘する点である。例えば土屋忠雄や永井

道雄らは、教育令発布の指導的立場にあった文部大輔・田中不二麿が、アメリカ教育制度につい

て深い知識と関心をもっていたこと、そしてアメリカ人学監デビッド・マーリー（David Murray: 

1830-1905）と非常に近かったことに着目し、こうした解釈を展開している 2。しかしその一方で、ハー

バート・パッシンは田中とマーリーが同僚であった事実に注目はするものの、田中が実際マーリー

からどれだけ影響を受けたかについては、はっきり述べるのは殆ど無理としている 3。そして井上久

雄は、マーリーの改革案と田中の改革案が、重要な点で極めて異なっていたことを指摘する 4。

　この田中－マーリー解釈の不安定さの示唆することは、教育令に於いて外見的に「アメリカ化」

と看做しえるような事項でも、明治政府にとればアメリカの制度を日本に持ち込むといった単純な

意味合いでは無かったのではないか、という疑問である。従来「アメリカ化」と看做しえた事項に

ついて、異なった解釈が成り立つ余地があるのではないだろうか。

　こうした疑問に対し、本稿では明治初期の主要国家目標であった日本の文明開化という点に着目

し、それに基づいて西欧から発した近代科学の世界像や思考へ注意を払いつつ、教育令の別の解釈

を検討する。先行研究を参照すると、中内敏夫の『洋学教育史試論－明治国家と日本の教育－』に、

若干似た問題関心が見られる 5。これは近代科学に根ざす洋学が、幕末・明治の日本という和学の土

壌においていかに受容されたか、というテーマを立ててアイデアを提出したものである。ただ「試

論」だけに、論文というよりも示唆を含んだナラティヴなデータを集めたもの、といった性格が強い。

その他、ケネス・パイルの論文も先行研究の一つとして挙げられる 6。ただそこでは、近代科学の世

界観が明治の啓蒙家達にいかに受け入れられていったか、については論述されているが、この論文

は当時の明治思想界一般について扱ったものであるため、教育政策との関連性は強くない。

　以下において、まず近代科学の世界像についてまとめながら、それと教育令の前身であった明治 5

年発布の学制との、コンセプト上の相違について検討する。次に、同じ近代科学の世界像を分析概

念として教育令について解釈・検討を行う。その後、学制と教育令の比較を通して、教育令につい

ての新しい理解の一方法を提示することとする。

２．近代科学の世界像と学制

　この項では、近代科学の機械論的世界像と学制との思想上の整合性について簡単に指摘し、加え

て学制ならびに機械論的世界像のそれぞれの思考の枠組みを比較した際に合致しない部分、すなわ

ち非整合的な部分について、それは一体どういうものであったのかを明らかにする。この作業は近

代科学の世界像とはどういうものであるのかについての認識も必要とするので、まずはこの世界像

の描写から入っていくこととする。

　最初に本稿で対象としている「近代科学の世界像」について定義を与える。ここでいう近代科学は、

イギリスの一般歴史家の重鎮とされるハーバート・バターフィールドが、その著書『The Origin of 

Modern Science: 1300-1800』にて「科学革命（Scientific Revolution）」という概念を導入して特

定した科学を指す 7。この近代科学は、特に 16，17 世紀の西欧にて著しく発展したと看做されている。
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これの世界観の大きな特徴は、この世界は一定の普遍的法則によって支配され、あたかも機械の動

作のごとき秩序を本来的に有している、と考えるところにある。こうした世界観の嚆矢と目されて

いるのは、イギリスのアイザック・ニュートン（Isaac Newton: 1642-1727）の仕事であり、彼の著

作である『プリンキピア（Philosophiae Naturalis Principia Mathematica：1687）』が、この法則

負荷の機械論的世界像の形成との関係において語られることは多い 8。なぜなら、ニュートンの著作

が契機となって、今日の主要な数学的法則が自然科学界にて次々と「発見」されたからである 9。そ

して数々の新しい法則の発見が、機械論的世界像の正当性をますます強固に「証明」したのであった。

　この近代科学の法則負荷概念で対象を調査・探求する場合には、採られるべき一定の様式があっ

た。そこでは三つの重要な概念が使用される。一つは「因果律（causality）」であり、二つ目は「決

定論（determinism）」である 10。三つ目に「還元主義（reductionism）」が挙げられる。これはある

対象について解明する際、まずその対象全体をその構成部分に「還元」し、その個々の部分の性質

を基盤に全体を再構成し、その上で全体を把握するアプローチを意味する 11。

　近代科学の機械論的世界像が多くの科学者に支持されたのは、これらの概念の魅力によるところ

が大きい。なぜなら、こうした概念を駆使すれば、この全世界の未来も過去も正確に解明されうる

ことになるからである 12。実際、この近代科学のやり方は、自然科学を超えて人間や人間社会の研究

や政策の立案・実施といった分野でも支持された。例えば、アメリカの現代比較政治学の始祖の一

人とみなされ、その理論的発展に多大な業績を挙げたガブリエル・アーモンドによると、自然科学

を模倣した社会「科学」の研究では、国や社会といった単位を「全体」として扱い、その全体の動

きについて、全体の構成部分である個々の人間から考察しようとするアプローチがよく見られると

いう（還元主義 )13。こうしたアプローチで重要となるのは、個々人がとる行動パターンをどのよう

に設定するか、すなわち人間の「法則」をどのように定めるかである。なぜなら、この法則に基づ

いて個々人の行為が分析され、人間間の現象に一連の原因と結果が特定されてゆくからである（因

果律）。全体の動向は、この個々の構成部分の因果律によって説明されることとなる。一方、政策を

立案する場合には、この因果律を逆手に利用すればよい。国や社会が達成するべき政策目標について、

そうした全体の結果を生じさせるに至る因果律を全体から個々人へと辿り、人間の「法則」との整

合性に留意する。この整合性が確保されれば、全体の構成部分が法則どおりに働くので、全体も予

定通りの結果が得られるというわけである。

　さて、先にも触れたように、こうした近代科学の手法を用いながら人間社会の研究を行う際に鍵

となるのは、いかなる人間の法則を設定するかである。数学の果たした歴史的意義と役割について

多くの著作をもつアメリカの科学史家モーリス・クラインによると、人間行為の科学を作らんとす

る公理的真理の探究は、17・18 世紀の欧州で盛んに行われたという 14。そのようにして発見に努め

られた公理のうちで、最も基本的なものとして常に強調され、ニュートンの「重力の法則に劣らざ

る普遍性を持つものとされた」と、クラインが指摘するのは、『人間はつねに利己的に行為する』と

いう人間の「法則」であった 15。この「法則」は実際に様々な分野で活用されており、例えば当時の

経済学は、次のように要約できるという：

華々しい自然科學の業績に眩惑されて、自然科學に似た科學を社會現象に就て構成しようと云ふのが、ホッブス、

ロック以來ベンサムに至る英國學者の一様の熱望であった。正統派の經濟學はかかる熱望の現はれの一つであっ

た。科學は法則の體系であり、法則は原因結果の關係を一定の形式に纏めたものである。彼等は利己心を前提

として、之から經濟現象間の因果關係を探求しようとした、そして人口 ､ 価格 ､ 地代 ､ 賃金等々に關する法則
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を樹立した 16。

　これを書いたのは東京帝国大学の経済学者であった河合榮治郎であるが、利己心を中心に法則を

樹立していった当時の経済学の状況が分かって興味深い。ただ、河合はこれを経済学史ではなく、

明治時代の思想状況を追った著書の中で書いており、こうした状況は経済学のみならず、明治初期

に広く観察された風潮であったとしている。河合は例えば、「所謂窮理の學を渇望した明治初年の人々

にとって、法則又は理法はいかに神聖なものであったか」、と指摘する 17。加えて、利己心を柱とし

た人間の法則についても、「明治初期以来日本を支配した個人主義は利己的個人主義であった」と述

べる 18。

　以上のような河合の指摘は、河合が福沢諭吉等の例を引き合いに出してこうした状況を説明する

ことから、より一層の重要性を帯びてくる 19。福沢が明治初期の教育政策に与えた影響を考えると、

ここに福沢の名を見出すことは極めて重要である。そしてその福沢は、ニュートンを孔子に匹敵す

る偉人として紹介し、賛美を惜しんでいない 20。福沢は経済学について述べた中で、実際に以下のよ

うな世界像を披露している：

世界萬有を察するに日月星辰の旋轉するあり動物植物の生ずるあり地皮の層々相重さ
(ママ)

なるありと雖ども各々一

定の法則に歸して嘗て其功用を錯ることなきは實に驚駭に堪たり抑々經濟の學に於ても亦一定の法則あること

他と異なることなし……經濟學の定則は元と人造に非らず又人意を以て之を變易改正す可きものにも非らざれ

ば人或は問を發する者あらん何等の趣意を以て是學を研究するやと余答へて云はん唯其定則を知て之に從はん

が爲めなり、……故に云く經濟學を研究するは人身窮理を學ぶの趣意に異ならずと 21。

上の引用には、法則に則った世界像、同じく法則に則った経済学、人はそれら法則に従うべしとい

う見解、そして結局は「人身窮理」の問題へ経済学を還元するなど、機械論的世界像に基づく思考

と共通する諸特徴が鮮やかに描き出されている 22。またこの福沢の見解に、近代社会学の形成に多大

な寄与をした、フランスのオーギュスト・コント（Auguste Comte: 1798-1857）の実証主義アプロー

チとの思考上の類似性を指摘することもできよう 23。そして当のコントはと謂えば、彼の標榜する新

しい学問を社会学ではなく「social physics」と呼び、この世界の法則性は諸科学に共通するとい

う認識をもって人間社会の研究へと向かった人物であった24。明治初期の文明開化論者の思想状況と、

西欧から発達した近代科学の機械論的世界像とが無関係であったとは言えない。

　以上、近代科学革命以来の機械論的世界像を描写し、因果律、決定論、還元主義といったその概

念的特徴を取り上げた。またこの世界像が、自然科学の領域を越えて社会や人間の研究にも適用さ

れてきたことが指摘され、明治初期の重要な知識人もその例外ではないことが示された。以下にて

この世界像を分析概念として学制を解釈するが、本稿後半での教育令の検討との関連に鑑み、学制

が機械論的世界像と整合的な面と非整合的な面のうち、特に後者に力点をおくこととする。

　明治 5 年 8 月 3 日、学制は全国の学齢児童を網羅する長大かつ包括的な教育政策として、文部省

より頒布された。全 109 章からなり、その教育計画によると全国を８つの大学校区に分割し、一つ

の大学校区を 32 の中学校区に分け、さらに一つの中学校区を 210 の小学校区に細分割し、各学区に

は該当する種類の学校１校が設置され、文部省が中央でこれらを統括するというものであった 25。ま

たその前日には、学制の目的を伝える被仰出書（学制序文）が太政官より発布された。そしてこの『序

文』は、学制の思想的性格を知る上で特に重要な手がかりとされている 26。研究者の指摘によると、
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『序文』には個人主義的、実用主義的、平等主義的、功利主義的概念に基く教育観が存在していると

いう 27。

　これら学制に盛られた諸概念を、先にみた因果律、決定論、そして還元主義にて改めて捉え直す

と、学制と機械論的世界像との間に強い整合性のあることが伺える。学制計画では、日本社会「全体」

が対象とされていた。この「全体」が『序文』によると、平等主義や個人主義の強調によって、社

会の構成部分たる「個人」のレベルへと「還元」されている。そしてその個人をどう捉えたかにつ

いては、学制序文にて実用主義や功利主義で個人に就学を訴えた事実から重要な示唆が与えられる。

なぜなら、これは人間を利己的な行為体と捉えるがゆえに、有効と考えられるアプローチと見做す

ことができるからである。ここに機械論的世界像にて、「人間はつねに利己的に行為する」という「法

則」が立てられていたことと、相通じる考え方を見ることができる。つまり、この自然の法則に則っ

て個々人が利己的に行動するならば、自己の利益追求のために進んで教育を受ける。その結果、一

人一人が文明化されることが予測される。そのように一人一人が文明化された結果、個々人の総体

である社会全体も文明化される。このように因果律によって、日本の文明開化は決定論的に招来さ

れうることになる。このように、機械論的世界像を分析概念に用いれば、学制にて提示された新し

い諸概念が、明治政府の国家目標であった日本の文明開化というテーマの下で、互いに意味をもち

ながら整合的に結び付けられうることになる。

　しかし、学制では予期したような学事の振興・就学の促進が遂げられなかったし、もちろん日本

の文明開化も達成されなかった。失敗の原因については様々な点が指摘されているが 28、今一度学制

と近代科学の機械論的世界像を比較してみるならば、学制のもっていた制度的画一性が重要な問題

点として認識されるであろう。これは以下のような理由による。

　機械論的世界像の下では、個々人は政府による法令や制度の制約を受けずに行動できる自由が必

要である、とされる。これはイギリスのジョン・ロックの政治思想を例に取ると分りやすい 29。ロッ

クはその知識論において、「全て人間は平等に生まれてくる」という考えを提出した 30。ここからさ

らに、人間は自然かつ絶対的権利（例えば自由権）を有し、また「理性の法則」によって導かれる、

と進んだ。そこで人々が「理性の法則」に導かれるために、あらゆる人為的制約から自由であるべ

き、としたが、実生活上では生命、自由、財産を守る必要がある。よって彼は政府の必要性を認め

たが、その一方で、政府が必要以上の制約を人々に負わさないように、人々と「社会契約（social 

contract）」を結ぶべしとした 31。この例に描かれているように、機械論的世界像下の人間は人為的

法制度の束縛を極力受けずに、自由に行動できることが理想である。人間はそうした自由があって

こそ、人間が自然にもって生まれた法則に従って行動できるのである。よって政府による法制度は

ミニマムであるべき「必要悪」とみなされる。

　この考え方を基にするならば、全 109 章に及んだ学制の入り組んだ法制度規定、特に親や子に身

近な問題としての強制就学の規定は、人為的制度によって人間の自由を過度に奪い去る制度・規定

であったのではないか、と考えることができる。そうした制度・規定を全国一律に実施したのだから、

この法制度面については、学制が機械論的世界像に合致していたとはみなされ得ない。ここの部分

を学制と機械論的世界像との非整合性、あるいは学制が機械論的世界像と完全に合致するに至らな

かった点として、指摘することができよう。

　この項では近代科学の機械論的世界像を概観し、その特徴をもって学制の一解釈を簡潔に示した。

学制が機械論的世界像に相通じるプランと言える一方で、その広範な法制度体系とその全国一律施

行という画一性は、機械論的世界像からは外れるものである。とするならば、教育令はこの欠点を
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克服するようにデザインされた政策ではなかったか、という仮説が成り立つであろう。この点を考

察するためには、まず教育令が機械論的世界像の諸概念によって分析される必要があり、その上で

学制と教育令との比較検討が行われなければならない。よって次の項で、機械論的世界像を用いつ

つ教育令の解釈を行い、その次の項で比較検討に入る。

３．教育令の機械論的様相

　研究者の指摘によると、教育令による教育改革の目的は教育行政制度の改革に重点があった。例

えば、パッシンは田中と文部省が教育行政制度をどのように改革したか、以下のように述べる：

彼 [ 田中：筆者註 ] は、教育は国家の責任によってなされるべきものではあるが、その制度の細かい運用面に

おける国家の干渉は有害であると主張した。もし教育が人びとの生活からかけ離れていたとすれば、人びとの

必要と彼らがおかれている環境にみあったものへと改善されなければならないというのが、彼の主張であった。

　そこで彼の計画の中核となったのは ､ 教育に関する責任を地方に移譲するという点であった。中央で決定さ

れた教育方針は、それぞれの地方に独自な生活状況と特色とに、みあうよう調整されねばならない。教師の自

治権も、むしろ、強化されるべきであるというのが、彼の新しい方針であった。

　この新教育令はまた、義務教育年限を六歳から十四歳までの間に十六ヶ月へと短縮し、子供に対する体罰を

禁じ、教科書を簡素化し、十分な専任教員をおけない貧しい学校に対し、巡回教師制度を設けた 32。

この引用文によると、田中は教育行政制度を改革するにあたり、教育をもっと民衆へ近づけ、その

日常生活を反映したものへと変更を行ったことが窺える。

　それでは田中は、どのような改革方針をもって、教育行政制度を人々の要求や状況に合うように

していったのか。これについて田中は、「民心ヲモッテ學法トスル」とその方針を立てている 33。教

育令にて実施された制度上の改革は、この理念が具体的に適応されたもの、と考えることができる。

例を挙げるならば、教育令は法令として全文４７条しかなかった。そのように政府による法令が簡

素化された傍ら、教育制度の地方分権化、中央政府による介入の最小化、そして地域社会の自律性

の増加が図られた。また日々の教育運営については、町村民と彼らによって選挙された学務委員の

手に委ねられた 34。さらに学区制度が廃止され、督学局視学官による視察も緩和された 35。さらに学

校財政についても、地域社会ごとにより弾力的措置の導入が許されたのである 36。

　ではこうした一連の改革は、近代科学の機械論的世界像の枠組みの中でどのように捉えられうる

であろうか。改革を、制度的緩和と学校財政制度の見直しという二つの側面に分けて検討してみよう。

まず制度的緩和についてであるが、日本近代史についての研究者・教育者として特にアメリカで著

名な、ケネス・パイルが文明開化思想について加えた解説が、教育令の背後にあったと推察される

思想を近代科学の機械論的世界像を援用しながら考察する上で、有益であると思われる：

政府は「人間の権利」を認めることによって、そして種々の改革を幅広く実行することから古き社会階級制を

除き新しい社会的平等を築くことによって、啓蒙されなければならなかった。そのためには、自然の働きを妨

げる全ての人為的制約、特に国家による法制度が排除される必要があった。全ての人間は普遍的法則の下にあ

るがゆえ、全ての民族や人種は、単一の文明（a uniform civilization）に向かって進歩を遂げているのだ、

とみなされた。従って啓蒙運動では、文化の特異性や各々の社会に存する伝統について、否定的な見解が具体
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化されたのである 37。

この引用は二つの理由において示唆的である。第一に、田中が実行した改革、つまり日本の教育の

制度的緩和について、当時の文明開化思想との関連性が示されるからである。すなわち、政府によ

る法制度という人為的制約が極力排除されることは、福沢ら文明開化論者らが唱えた「普遍的文明」

へと進んでゆく上で必要な措置であった、という解釈が成り立つ。加えて、そのように人為的制約

から解放される効果として、人間が自然界そして自らにも存すると観念された、普遍的法則に従っ

て自由に行動できると期待されうる。ここから、田中の云う「民心ヲモッテ學法トスル」ことの意

義も、同様に文明開化思想そして機械論的世界像の枠組みの中で整合的に理解されうる。

　第二に、明治政府は教育令でアメリカ・モデルの導入を試みたのだ、という通説的理解に再検討

の余地が出てくる。なぜなら、「アメリカ」といったような特定の文化や伝統に追従することは、普

遍的法則を追求してゆくことと異なるばかりか、障害となるからである。本稿の最初の部分で、先

行研究にて田中のアメリカ経験とマーリーとの事情から「アメリカ」をもって教育令を解釈する見

解があることと、その一方で田中案とマーリー案との大きな違い、そして実際に田中がどれだけマー

リーから影響されたか不明な状況が指摘されていることが述べられた。こうした不安定な「アメリ

カ中心」解釈と、上のパイルの引用から導きうる文明開化思想と機械論的世界像に基く教育令解釈

を単純に比べた場合、前者には解釈の一貫性の点において再考の余地があるように思われる。

　次に、改革のうちで学校財政制度の見直しに関する側面について検討する。これは学制下にて、

家庭や地方住民に就学および学校設置・維持の金銭的負担が大き過ぎたことに起因した改変であっ

た。こうした負担が学事・就学の停滞を招いた一因であった、とされたわけだが、機械論的世界像

の枠組みの中では、これは必ずしも問題とは言えないのではないか。むしろ、機械論的世界像が提

示する人間の法則が、実地に働いていたことを裏書する「証拠」であったと解釈できるのではない

だろうか。クラインによると、機械論的世界像の下では「人間はつねに利己的に行為する」、という

法則が導き出されたという。この法則は、自然科学におけるニュートンの物理法則にも匹敵するよ

うな、人文・社会科学上の一大発見であったという。この法則をもってするならば、経済的負担を

理由とする学事・就学の停滞は、その方が就学よりも利益がもたらされると親や地域住民が判断し

て行動したため、と解釈されうる。端的に言えば、親や地域住民は「人間はつねに利己的に行為す

る」という、人間の法則に則っていたのだと云える。この法則は西欧にて導出されたものであったが、

普遍的法則らしく、明治の日本人についても該当したようである。

　このような解釈が成り立つならば、必要な財政改革は、その抗し難い人間の法則が尊重される方

向へとなされるのではないか。もちろん、尊重された結果が学事の停滞を招くものではなく、就学

の振興とつながる方向へである。田中が実施した学校財政制度の見直しによると、制度が弾力的か

つ地域住民にとってソフトなものへと改変を受けている。こうした改変は、個人が教育に利益を見

出しやすい方向、あるいはこうした方向へ人間の法則がより発揮されやすいように便宜を図る方策、

と言うことができるのではないだろうか。ここでも、政策と機械論的世界像の思考の枠組みとの整

合性が看取されるのではないだろうか。

　この項では、機械論的世界像を用いながら教育令の改革点を検討してきた。これまでの検討を踏

まえた上で、機械論的世界像を用いながら教育令の思想的骨格を纏めると以下のようになろう。明

治政府は、まず日本全体の文明開化の問題を、個々人の就学の問題に「還元」した。個々の人間は、

人間の普遍的法則にしたがって行動すると考えられている。しかしそのためには、個々人が人間の



162162

法則にかなうように行動できるだけの自由が与えられていなくてはならない。そこで教育政策担当

者は、学制にあった教育行政・学校財政上の法制度的制約を極力撤廃した。これによって個々人は

自己の利益の追求のために行動でき、教育は功利的機会と定義されてあるから学校へ来て学ぶので

ある。個々人が学ぶことによって、社会全体が文明化されてゆく。

　このように機械論的世界像を適用すれば、教育令にて実施された諸改革は、互いに意味をつなげ

ながら包括的に理解されることができるのではないだろうか。これは機械論的世界像で学制を解釈

した結果と類似するものである。これの示唆することは、学制と教育令とが同様な思想的基盤（す

なわち近代科学にもとづく文明開化思想）の上に、成り立っていた可能性である。次の項では、教

育令と学制の比較検討を通して両者の整合性を論じ、この教育令計画のさらなる検討を試みる。

４．学制と教育令との比較を通して

ここでは、二つの点に留意しながら、学制と教育令の比較を行う。第一点として、学制と教育令の

コンセプトについてである。第二に、学制を分析した際に指摘された問題点と、教育令にて実施さ

れた法制度的変更についてである。以下にてこの二つの点を順に検討する。

　まずコンセプトについてであるが、教育令には学制時の「序文」に匹敵するような、教育につい

ての定義や方針を明確に述べたものは見当たらない 38。しかし、田中は教育令制定理由について後年

述懐しており、それが資料として参考になる。田中は以下のように述べる：

学制発布以後教育行政の事務逐次緒に就かんとする際、…… 往々加除訂正を要すること少なからず、故に随時

単行の布令を以て之を彌縫し来りしが、文化の上進するや、諸般の事亦従って推移せざるを得ず、因って実際

の経験に徴し、遂に学制の改正を喚起するに至れり 39

これによると教育令が出された理由は、学制発布以来学制に細かな修正を加え続けてきたが、社会

の文化の進展もあり、それら修正を加え続けるよりは、そうした修正を既に盛り込んだ新しい形の

ものに装いを改めることにした、という趣旨によるものと見受けられる。一方、こうした法令整備

上の問題のことのみ理由として述べられてあり、それ以外に学制の教育観やコンセプト自体の可否

等については触れられていない。ここから、田中は少なくとも学制の教育観やコンセプトを明確に

変更する意思は特に有していなかった、と推察される。これで判断するなら、教育令は学制と全く

異なった性格の政策ではなかった、ということが云える。別の言い方をすれば、教育令は学制を制

度面においてアップデートした改良版ではあったが、学制の教育観やコンセプトは引き継いでいた、

ということを意味する。

　以上は田中の述懐についてであったが、これに加えて政府内にて指導的立場にあった、参議兼内

務卿の伊藤博文の言動からも同様の解釈が導き出せる 40。教育令が準備されていた当時、明治天皇は

政府の徒に洋風に走った教育政策を批判し、明治 12 年 9 月に「教学聖旨」を伊藤ならびに寺島宗則

文部卿に示して、儒教道徳を教育の中心に据えるよう政府に迫った 41。これに対し、伊藤は同月すぐ

さま「教育議」を上奏して政府の教育政策の弁護に務めたのであるが、その中で伊藤は以下のよう

に述べている：

明治五年學制ヲ頒布セシ以來各地遵奉施行、今日ニ至り纔カニ成緒ニ就ク、但其興立日淺ク或ハ形相ニ失シテ
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精神ニ缺キ、其末ニ馳セテ其本ヲ遺ス者アリ、今誠ニ廟議ヨリ出テ振作シテ之ヲ擴張シ其ノ足ラサル所ヲ修補

セハ、文明ノ化猶之ヲ數年ノ後ニ望ムヘシ、其ノ教則ハ略ホ現行ノ法ニ依リ、……42

上記引用が示唆する重要な点は、政府側としては教育制度の修復をしながらも基本的には学制路線

を踏襲すること、そしてそれによって日本の文明開化を図ろうという意図があること、の二点である。

学制で展開された方針を維持する、という点に於て、田中と相通じる態度が窺える。これら田中と

伊藤の意見から、教育令のコンセプトは学制のそれを継承したもの、と解することができよう。

　次に、法制度の面から学制と教育令を比較してみよう。本稿にて、機械論的世界像を分析概念と

した場合に指摘されうる、学制の問題点については先述した。そこでは、学制の制度的画一性と強

制的性格が問題視されたが、その理由は、個々人が人間の普遍的法則に従って行動する自由が得ら

れないから、というものであった。別の言い方をすれば、この問題によって日本社会全体が文明開

化へと向かう因果律的・決定論的歩みが妨げられていた、ということになる。

　このことを念頭に、先の項にて行われた教育令の機械論的世界観による分析を見ると、教育令の

自由主義的性格は、まさにその学制の問題点を補い正すものであった、という見解が成り立つので

はないだろうか。教育令では中央政府による法制度ならびに地方学事への干渉が、具体的に極力排

除された。これを機械論的世界像で解釈するならば、人間の普遍的法則に則って行動できる自由を

個々人に保障したものと同義になる。ここから、教育令における法制度的改変は、学制にて指摘で

きる因果律上・決定論上の欠点を補う性格のものであった、と言えよう。

　それに加えて重要なことは、この法制度上の改革を田中は、「民心ヲモッテ學法トスル」という改

革方針で行った点である。これは教育令の法制度上の改革が、「民心」の自由で積極的な発露を目的

としてなされた、ということを示唆する。機械論的世界像にてこの「民心＝学法」という理念を解

釈するならば、それは『人間はつねに利己的に行為する』という法則の発露を中心に、教育を運営

してゆくことを狙ったもの、と推察される。これは重要な点である。なぜなら、明治政府は学制序

文にて教育を功利主義的に定義しており、もし田中の改革によって『人間はつねに利己的に行為する』

という法則がその効力を発揮されるなら、人々の就学そしてパイルの言う「単一の文明」へと日本

が発展してゆくことが、因果律的・決定論的に期待できるからである。

　これまでコンセプトと法制度の 2 点について学制と教育令を比較した。この 2 点の比較を合わせ

て言えることは、機械論的世界像の枠組内でという条件の下で、学制と教育令とが論理的整合性を

見せることである。学制にて因果律と決定論と還元主義を基調とした機械論的見通しの上に、日本

が文明開化を遂げる方法が策定されたが、その不備のあった点について教育令にて修正し、それに

よって文明開化への方略が十全なものとなった、と解される。この意味において、学制の失敗によっ

て出てきた政策としての教育令、あるいは「アメリカ化」や「自由化」としての教育令という理解

ではなく、学制によって披露された日本の文明開化への青写真を補完する政策としての教育令、と

いう理解が可能となろう。

　その一方で、両政策の異なる点も示唆できる。それは機械論的世界像下において、学制は因果律

と決定論という概念により深い関係があるが、教育令はその機械論的世界像を実行に移す際に手段

として採られる、還元主義というアプローチの方をより強調しているように思われる、という点で

ある。この分析から言えることは、なぜ教育が必要なのか、そしてそれが日本の文明開化にどう結

びつくのか、という大枠のプランについて明らかにしたのが学制で、その青写真が現実となるように、

人間が自然にもつ普遍的法則の力を具体的に発動できる、その環境を整えようとしたのが教育令で
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あった、という解釈ということになろう。

　この解釈は、教育令作成において伊藤の取った行動からも裏付けることができる。永井によると、

実際に登場した教育令は伊藤の手がかなり加わったものであったという：

日本教育令案 [ 田中案：筆者註 ] は三条実美の手をへて伊藤博文にわたり、伊藤が詳細に検討したうえで元老

院で審議決定された。ところが興味深いことに、この段階において、案文は一層簡略化され、放任主義の色を

こくしたのである。日本教育令は十九項七十八章からなっていたが、元老院で全文はわずか四十九条に短縮さ

れた。第一に、文部卿の職務・権利の規定八条のうち、六条が削除された。第二に、教師と生徒のそれぞれが

道徳教育に力をそそぐべきだという条項もけずられた。そのかわり、生徒に対する体罰の禁止、公立学校所属

の土地の免税規定を加えるなど、元老院の審議をへた教育令案は、マレー [本稿のマーリーと同一人物：筆者註 ]

はもちろん、田中の案よりも放任的となり、ほとんど新学制の面影をのこさないことになったのである 43。

この引用が指す重要な点は、伊藤によって個々人の自由を保障する方策が一層強力に推進された、

という事実である。この点から、教育令は学制プランの枠組みでその不備を補った形としての政策

であるのみならず、自由主義的性格を先鋭化させることによって、学制プランから一線を画す存在

でもあったのではないか、という見方も示唆できよう。学制と同じ機械論的性格が見受けられながら、

その中で還元主義、つまり人間が普遍的に有すると考えられた法則の発現に特化したと理解されう

る教育令には、短い法令ながらそうしたシンプルな骨太さを窺い知ることができる。

　この項を纏めるにあたって強調されるべきことは、この両政策は個別的に理解されうるものでは

ない、という点である。機械論的世界像の適用から示しうることは、日本の文明開化を狙った学制

以来の努力は、教育令をもってその完成に達したと解釈できることである。そしてその企及は、教

育令にて理論的にもっと純粋かつ先鋭化された、とも指摘できよう。教育令は学制の補足であり、

それと同時に、補足では終わらない大胆かつ「科学的」、もしくは「科学主義的」な改良型であった

のではないだろうか。

５．結論

　本稿は、機械論的世界像を分析概念としながら、教育令を検討してきた。まず近代科学の機械論

的世界像の特徴について述べ、それを用いて学制を分析し、機械論的世界像との整合性と問題点に

ついて指摘した。次に同様な分析を教育令について行った。その後この二つの分析を比較検討した。

この比較検討から、教育令は学制と教育観を共にする一方、学制の教育法制度上の問題を取り除い

てその教育観の発露を確保しようとしたもの、という解釈が得られた。

　この解釈が示唆する重要な点は、両政策とも日本を文明開化へ向かわせる方略上の意義があった、

という点である。すなわち、学制にあった教育法制度体系を大幅に緩和することによって、親も子

どもも自己の利益の増大という、人間の先天的本性にそって行為する自由が確保されうる。その結果、

学制序文で定義されたように教育は功利的機会ゆえに、人々は学校へ来るようになる。そして学校

で学び、文明化される。その結果、個々人が文明化されるということは、個の総体である国家社会

全体が文明化されるということにつながるのである。これによって、既に西洋諸国において見られ

るがごとく、日本も世界の普遍的文明へ向かって発展を開始するのである。

　本稿の最初の部分にて、田中のもつアメリカ教育制度についての知識ならびにマーリーの存在を

主な理由とする、教育令の「アメリカ化」解釈への疑問が提出された。本稿での検討からすれば、
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教育令の解釈についてはアメリカというある特定の西洋国というよりも、アメリカも含めた西洋世

界が当時長足の進歩を遂げていた、近代科学とその世界像から導き出される「進歩の概念」による

解釈の方に、教育令と文明開化思想と学制との間に整合性が見られることから、より妥当性が窺え

るのではないか、と思われる。

最後にこの点を少し展開して、もし近代科学の世界像を援用しつつも、特定の国の教育制度や思想

をもって教育令解釈に用うるとするのなら、それはアメリカもさることながらイギリスも重要では

ないか、という見方も示唆しておきたい。イギリスが挙げられるのは、まず近代科学は別名ニュー

トン科学（Newtonian Science）と呼ばれるが、そのニュートンはイギリスの科学者であったという

シンボリックな事実があること、そして、教育令策定の際に大きな役割を果たした伊藤はまだ長州

藩士であった時代、イギリスへ密出国して学んでいた、という点からである。

　もっとも、イギリスを用いる効果が期待できるのは、おそらくこの教育令までであろう。教育令

は意図した成果を挙げるどころか、逆に学事の急速な衰退を招き、明治 13 年 12 月 28 日に大幅に改

められた。いわゆる「改正教育令」の発布である。田中自身もそれに先立つ 3 月 12 日に司法卿へと

転出している。伊藤は「明治 14 年の政変（同年 11 月 11 日から 12 日）」と呼ばれる事変を起こして、

当時英米流自由主義の要人であった参議・大隈重信を政府から追放し、自由民権運動の抑圧に努めた。

その後憲法調査のために渡欧した伊藤は、ウィーンで行政学のスタイン教授（Lorenz von Stein）

に会い、ドイツ流の国家学へと傾倒する 44。この時、山田顕義内務卿宛の書簡にて伊藤はこう吐露し

ている：

小生西洋に再遊する以来、独逸各邦の政権を主持して一歩も假さゞるを見る毎に、前日の非なるを悔ゆること

往々之あり 45。

これを評して土屋は、「具体的に何を指して寛大に失した前日の非を悔いたか、知る由ないが、教育

令制定の際に、当今の時勢に適当でない点があるとして、緩和の方向に修正の腕を揮ったことなども、

或はその一つとして思い出されたかも知れない」と記している。イギリスであれイギリスから発し

た普遍性を題目とする近代科学の思考や伝統であれ、伊藤がそれらから決別した跡が窺える。

学制－教育令と続く明治日本の教育政策は、近代科学の機械論的世界像に論理的に符合するもので

あり、その意味において極めて特徴的な教育政策、あるいは社会科学的実験であったといえよう。

教育令は、明治政府が学制を乗り越えてさらに理想主義的に行った、近代科学とその世界像のさら

なる企及、として位置づけることができるのではないだろうか。しかし教育令の失敗を機に、明治

政府の教育政策からは、機械論的世界像に通じるような諸特徴が消えていった。その一方で、ドイ

ツ流国家学あるいはその他の新しい指針が既に立っていたわけでもない。明確な指導理念を欠いた

日本の教育政策は以後約 10 年にわたって迷走することになる。

註

1　学制についての議論は参考文献中の拙稿にて。

2　例えば永井は、教育令が「教育令はアメリカの教育制度の影響をつよくうけている。そして、アメリカのそ

れは、……中央集権的であるよりも地方分権を重んじ、政府による画一的な計画よりも、多様性と自由を

尊重している」とする。永井、1969、83 頁。
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20 福沢は自己の社会改良・進歩観を披露するにあたり、「孔子は道徳の聖人、ニュートンは物理の聖人なり。
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61）』とフランス人のフランソワ・ギゾー（Francois Guizot）の『General History of Civilization in 
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Comparing experiences of Australia and Malaysia

鳥井 康照 *　

                                                              TORII Yasuteru

Abstract

 Trade in higher education services is estimated to be a thirty billion dollar industry, 

including recruitment of international students, establishment of branch campuses, and 

online learning. The GATS is currently being negotiated under the auspices of the WTO, 

which is designed to increase trade liberalization internationally and includes education 

as a service sector. The GATS defines four ways in which a service can be traded, known 

as modes of supply, which are cross border supplies, consumption abroad, commercial 

presence, and the presence of natural persons.

 The number of international students enrolled in Australian higher education 

institutions during 2000 was 107,600. Students from the Asian region make up the majority 

of international students. Two-thirds of higher education students study onshore with  

Australian higher education providers, while the other one-third study off-shore.

 In Malaysia, the establishment of foreign universities' branch campuses is a testimony 

of the great confidence that foreign education institutions have in the education system. 

Many private colleges have "twinning" arrangement with foreign universities. Currently, 

there are private colleges that have already been approved to conduct 3 + 0 programs in 

collaboration with overseas host universities.

　現在、国境を越えた高等教育の提供や国際的な大学間の競争など、高等教育のグローバル化とも

呼ばれる状況が進展している。こうした中、世界貿易機関 (World Trade Organization : WTO) のも

とで、サービス貿易に関する一般協定（General Agreement of Trade and Services : GATS）の交

渉が進められている。GATS は国際貿易自由化促進を目的としており、教育もサービス部門に含まれ

ている。国境を越えた高等教育の提供形態は、海外分校、外国の教育機関との提携、e- ラーニング、

さらにはこれらの組み合わせなどきわめて多様化している。本稿では、サービス貿易輸出国・輸入

国の代表事例として、豪州、マレーシアを取り上げ、国際的なプログラムがどのように展開してい

るか分析することを目的とする。

　

１．国境を越えた教育の提供

　国境を越えた高等教育の提供の規模は、情報通信技術や交通手段の発達などにより年々拡大して

おり、その形態も多様化している。また、こうしたサービス提供をする動機は、ある程度文化的な
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ものでもあるが、商業的な動機が強まってきている 1。高等教育サービス輸出収入は、1999 年、OECD

諸国において約 300 億米ドルに上ると推計されている 2。

　WTO における高等教育サービス貿易交渉では、教育サービスを貿易対象物として見立て、その態様

( モード ) として、第 1 モード「国境を越える取引」（e- ラーニング、遠隔教育）、第 2 モード「海

外における消費」（海外留学）、第 3 モード「業務上の拠点を通じてのサービス提供」（海外分校、現

地機関との連携によるプログラム提供）、第 4 モード「自然人の移動」（研究者の海外教育活動）の

４つに分類している。

　これまでのところ、米国、豪州、ニュージーランドが、自国の事業者が他国で教育事業に参入し

やすくなるよう、各国が市場アクセスの改善・内国民待遇の保証の障壁となる規制の撤廃・緩和に

ついて WTO に約束を求めている 3。豪州は、貿易の増進に必然的に伴う競争が波及的に学生の利益

にもなると考えている。ニュージーランドは、収入源としての利益のほかに大学間交流、技術移転、

異文化交流を通じての個人・機関・社会の各レベルでの利益を強調する。米国は、現代的な知識経

済の世界的普及への寄与と競争力の向上を重視している。

　国境を越えた高等教育の提供は、多様な機会の提供や、競争を通じた質の向上につながるメリッ

トがある反面、適切に管理されなければ高等教育の質の低下をはじめ、様々な弊害を起こす可能性

がある。この問題に対処するため、ユネスコと OECD は共同で国際的なガイドラインを作成すること

になった。ガイドラインの目指すところは次の 4点である 4。１．いわゆるディグリー・ミル (degree 

mills) など質の低い高等教育の提供から学生を守ること　２．学位の国際的な通用性・共通性の確

保　３．学位の認証手続きの透明化　４．質の保証に関する国際的な連携の促進である。

２．サービス輸出国の事例　豪州

　近年豪州は、留学生受け入れやオフショア・プログラムによる高等教育の輸出を積極的に進めて

いる。その規模は、2001 年で 42 億ドルと言われている 5。とりわけ各大学は有効な収入源としてア

ジア地域からの留学生受け入れにきわめて意欲的であり、それは大学間の激しい獲得競争を引き起

こしている。過去 10 年間における留学生数は急速に伸びており、それに応じて留学生からの収入も

2001 年には 2億 1,900 万豪ドルに達し、大学収入全体の 11％を占めるにいたった 6。

　豪州の大学統計を見ると、留学生について、オンショアとオフショアという二分類をしている。

オンショア学生は、出身国から相手国へ移動して相手国の大学に通うのにたいし、オフショア学生

は、出身国を離れることなく、豪州の大学が提携している現地の高等教育機関で豪州の大学プログ

ラムを履修する。前者は伝統的な意味での留学生であるのにたいし、後者は新しいタイプの学生と

みてよいだろう。豪州の大学に在籍する 10 万 7,000 人の学生のうち、3 分の 1 はオフショア・プロ

グラムで学ぶ学生である。分野については、ビジネス、コンピューター、看護学、バイオテクノロジー

など多岐にわたる。モナッシュ大学の場合、1990 年に最初のオフショア・プログラムが香港で始まり、

その後、シンガポール、マレーシア、南アフリカに展開し、現在 7 カ国で 53 のプログラムを有して

いる。オフショア・プログラムの設置には慎重な大学もあり、エリート大学にこの傾向が強いとい

われている 7。

　1997年に6万9,000人であった留学生は、2000年に10万7,000人まで急速に増加した。トップ10は、

アジアからの留学生で占められている（表 1）。また、オフショア・プログラム数についても、1991

年の 25 から 2003 年には 1560 にまで増加した 8。国別に見ると、シンガポール、マレーシア、香港、
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中国、インドネシアの順に多く、これら 5 ヵ国で総プログラム数の 4 分の 3 が占められている 9。一

方、海外分校の設立も見られる。モナッシュ大学は、マレーシアと南アフリカに分校を展開している。

モナッシュ大学マレーシア校では、豪州の本校との教員同士の緊密なパートナーシップおよび、現

地採用の教員を主体とした本国と同等の教育の質の確保に努めている。

表１　豪州の留学生数の推移　（1997 － 2000 年）(人 )

（出典）"Table 1.10c: Total of overseas students by top 10 source countries and higher education sector, 

1997 to 2000." DEST Higher Education Report for the 2002 to 2004 Triennium.

http://www.dest.gov.au/archive/highered /he_report/2002_2004/html/1_4.htm

　留学生は政府にとって貴重な収入源になっており、国をあげて留学生獲得にあたっている。教育

科学訓練省（Department of Education, Science and Technology）の中には、豪州政府国際教育機

構（The Australian Government International Education Network）が設置され、教育サービスの

統計資料を発行している。同機構から、最近出された報告書では、米国、英国、カナダ、ニュージー

ランド、フランス、ドイツ、アイルランド、オランダ、マレーシア、シンガポールを豪州の競争相

手とみなし、学位取得にかかる費用、ビザの費用、学生の就業可能時間などについて比較および分

析を行っている 10。また、同機構ならびに各大学の出資により設立された公益法人 IDP Education 

Australia を通じての豪州留学に関する広報および学生獲得が世界各地で行われている。とくに、世

界 36 ヵ国ある IDP 事務所では、現地での留学説明会の実施、大学紹介、各大学への出願手続き代行

が行われている。豪州政府は、更なる国際化を目指し、態様別に次のような障壁をあげている（表 2）。

国名  1997年  1998年  1999年  2000年 

シンガポール 13,040 15,230 17,997 19,664 

マレーシア 13,625 14,388 14,758 17,840 

香港 10,837 13,069 14,833 16,395 

インドネシア 6,467 7,547 8,769 9,720 

中国 1,941 2,411 3,484 4,721 

インド 2,509 2,968 3,354 4,467 

タイ 2,425 2,593 2,778 3,039 

台湾 1,768 2,070 2,362 2,659 

韓国 1,757 1,849 1,976 2,233 

日本 1,537 1,931 1,776 1,913 

その他 13,300 15,292 18,308 24,971 

合計 69,206 79,348 90,395 107,622 
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表２　豪州政府が障壁としてあげる項目

（出典 )　"International Trade in Services Communication from Australia Negotiating Proposal for Education 

Services" http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/services/np_education.html

　質の保証については、各大学が行う自己認証システムがあるほか、政府が豪州大学質保証機構

（Australian University Quality Agency）を設立し、第三者の立場から教育・研究機関のプログラ

ム内容、教職員の評価を行っている。各高等教育機関では、大事な顧客である海外の学生にとって

魅力的なプログラムとなるよう各機関で国際競争力を争う状況が生じている。

３．サービス輸入国の事例　マレーシア

　マレーシアの大学は、1971 年以来、私立大学の設立は事実上認可されず、国立大学の数も、1990

年代までわずか 6 校、現在でも 10 校と国内にある高等教育機関が不足していた。そこで、マレーシ

アでは人材育成の一部を留学奨励という形をとって米国、英国、豪州などの海外の高等教育機関に

依存してきた 11。

　1990 年代のマレーシアの高等教育政策は、マレー語の使用を重視する、限られた数の国立大学か

らなるエリート型システムから、国家の競争力を高め、英語の役割の重要性や産業構造の変化とい

う現実に対応可能な高等教育への門戸を拡大する政策へとシフトした 12。大学を含めたすべての公立

教育機関の授業言語をマレー語に統一されていた 1970 年代以来のマレー語化政策を転換し、1991 年、

英語を主たる授業媒体とする、エリートカレッジの設立を認可し、1994 年には高等教育機関の科学

および医学分野で英語による授業を行うことを容認した 13。1996 年には「私立高等教育機関法 (the 

Private Institutions of Higher Learning Act)」により、私立大学を正式に認知した。

　マレーシアの高等教育在籍者数は 1990 年の 23 万人から 2000 年の 38 万 5,000 人に倍増し、19 歳

から 24歳までの標準年齢人口に占める高等教育就学率は1990年の 2.9％から 8.2％にまで上昇した。

この期間に私立高等教育機関の数は、1992年の156校から2002年の707校にまでおよそ4倍となった。

私立大学は、2002 年に 14 校に増加した。こうした教育機関に在籍する学生数は 1990 年の 3万 5,600

態様 障壁 

国境を越える取引 インターネットの拡大にたいして政府が新たな障壁を設けること。

教材の使用／輸入に関する制限 

海外における消費 留学生の自由な移動を制限するビザの要求 

留学生の自由な移動を制限する外国為替の要求 

海外で得られる資格の通用性を制限する問題 

業務上の拠点を通じての

サービス提供 

所有権・外国人株主の制限 

相互間の連携を制限するような正確のツイニング規則の制定 

政府規制、政策、財政支援枠組みの透明性の不足 

自然人の移動 教員の自由な移動を制限するビザの問題 

教員の自由な移動を制限する雇用の問題 

教材の使用・輸入についての制限 
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人から 2000 年の 20 万 3,000 人にまで増加し、マレーシアの中等後教育人口の 53％を占めるまでに

なった 14。

　私立高等教育機関においては、国際的なプログラムは重要な商品としてみなされている 15。プロ

グラムには、ツイニングプログラム (Twinning Program)、単位互換プログラム (Credit Transfer 

Programs)、外部学位プログラム (External Degree Program)、遠隔学習プログラム (Distance 

Learning Program)、ジョイント・プログラム (Joint Program) などがある 16。中でも最も人気が高

いツイニングプログラムは、国内のカレッジと海外の大学との間に提携関係を結ばせ、学位取得に

必要な履修期間の一部（1年か 2年）をマレーシア国内のカレッジで取得可能とするプログラムであ

る。このプログラムの特徴は、カレッジでの教育内容が海外の大学の教育内容と同一であることに

ある。1998 年には、学位を得るために海外の本校に留学することなく、3 年間すべてをマレーシア

国内で履修できる「３＋０」と呼ばれるプログラムが開発された。これらのコースの提携先としては、

英国、豪州の大学が多く、他にもニュージーランド、アイルランド、フランスの大学があげられる
17。輸入国においては、国際的に評判が高い大学教育を低コストで学べるよい機会になっている。

　私立大学やカレッジの急増は、教育の水準と質についての問題を招いた。これにたいして、マレー

シア政府は、私立大学・カレッジについて国家アクレディテーション委員会（LAN）を設立した。同

委員会は、1996 年に制定された LAN 法（Act556）にもとづき 1997 年に設立されたもので、主な機能

は、①高等教育機関の設置認可、②最低基準の確認、③基準認定である。海外から進出する機関も

同委員会で承認を受けることが義務づけられている。

　

おわりに

　本稿では、GATS の態様でいう、第 2モード「海外における消費」、第 3モード「業務上の拠点を通

じてのサービス提供」を中心に取り上げた。豪州では、教育プログラムの輸出が盛んであり、とり

わけ東南アジア諸国へ向けてのオフショア・プログラムの展開が著しい。一方、輸入国のマレーシ

アでは、英語圏の大学と提携したツイニングプログラムが人気を得ている。1990 年代に加速したこ

うした動きがますます加速するのか、ある程度落ち着くのか予断を許さないが今後の動きに注目し

たい。また、今後ＷＴＯの議論がどのように収束するのか合わせて今後の動きに注目したい。
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国立教育政策研究所紀要編集要項

平成 13 年６月 14 日

国立教育政策研究所長決定

改正　平成 15 年６月 23 日

　（総則）

第 1条　国立教育政策研究所紀要（以下、「紀要」という。）は、国立教育政策研究所（以下、「研究所」

という。）における研究の成果を公表することにより、我が国の教育研究の発展に寄与するこ

とを目的とする。

第 2条　紀要の刊行は、毎年度１回を原則とする。

　（編集）

第 3条　紀要の編集を行うため、以下の構成による紀要編集委員会（以下、「委員会」という。）を置く。

    　　（１）委員会の委員長は次長とする。

    　　（２）委員は委員長が指名する。

   　　 （３）委員の任期は２年間とし、１年ごとに委員の半数を改める。

    　　（４）委員会は必要に応じて臨時委員を置くことができる。

第 4 条　委員会は、紀要の構成のほか、特集テーマ案の策定、原稿の審査をはじめ、紀要全体の統

括を行う。

第 5条　原稿執筆要領は、委員会が別に定める。

　（原稿の種類及び内容）

第 6条　原稿の種類及び内容は次のとおりとし、いずれも未発表であることを原則とする。

    　　（１）論文：オリジナルな研究成果をまとめたもの。

   　　 （２）研究ノート：研究方法、教材開発、教育実践などを比較的短くまとめたもの。

   　　 （３）資料：調査結果や研究報告をまとめたもの。

    　　（４）研究展望：教育研究分野の成果をまとめ、研究を展望したもの。

    　　（５）解説：教育研究分野の動向を解説したもの。

第 7 条　特集テーマによる紀要を刊行できるものとする。ただし、特集テーマ原稿の種類は前条の

分類によらない場合も可とする。

　（原稿の投稿資格等）

第 8条　紀要に原稿を投稿できる者は、下記のとおりとする。

    　　（１）研究所の所員

   　　 （２）研究所の評議員、名誉所員、旧所員

   　　 （３）客員研究員、共同研究員、研究協力者

   　　 （４）研究所の共同研究における研究分担者

   　　 （５）委員会から原稿執筆依頼を受けた者
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   　　 （６）　その他委員会が適当と認めた者

第 9 条　投稿する原稿は、第 6 条各号につき一人一点を原則とし、その内容は一つの原稿ごとに完

結されたものとし、連載は認めない。

　（原稿の審査及び掲載等）

第 10 条　審査は、紀要の原稿のすべてを対象とする。

第 11 条　原稿の審査は委員会が担当し、個々の原稿について、原則としてそれぞれ２名以上の審査

者が行う。

    　　（１）審査する者は、委員会の議を経て委員長が委嘱する。

   　　 （２）委員会は必要に応じ、審査する者に研究所外の研究者を含めることができる。

第 12 条　原稿の紀要への掲載、その他については、委員会の議を経て委員長が決定する。

第 13 条　掲載が決定された原稿について、内容の一部を修正することが望ましいと委員会が判断し

た場合には、委員長がその旨を執筆者に要請する。

　（その他）

第14条　研究所内外の研究者等の利用に供するため、紀要に掲載された論文等を研究所のホームペー

ジに掲載する。

第 15 条　提出された原稿は、原則として返却しない。

第 16 条　原稿料の支払い及び掲載料の徴収はしない。

第 17 条　紀要の配布先は、委員会が別に定める。

第 18 条　委員会の庶務は、教育研究情報センターにおいて行う。

第 19 条　その他必要な事項は、委員会が定める。

附　則

１　本要項は、平成１３年１月６日から適用する。

２　第２条の規定にかかわらず、本要項の施行時に指名された委員の半数の任期は平成１３年３月

３１日までとし、残りの半数の任期は平成１４年３月３１日までとする。

附　則

　　本要項は、平成１５年６月２３日から適用する。
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