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は し が き 

 

 国立教育政策研究所は、文部科学省所轄の政策研究機関として、教育行政の諸課題に的確かつ迅速

に対応し、また、教育現場の要請に応えうるような総合的調査研究を推進するとともに、教育関係者

に対する教育研究情報の提供・発信、教育分野における国際的な共同研究、地方公共団体の教育研究

所・センターとの共同研究等様々な調査研究・事業を推進しているところである。 

 現在、我が国が真に豊かで教養のある国家として更に発展していくためには、新しい時代を切り拓

く、心豊かでたくましい日本人の育成を目指し、国家戦略として、教育のあらゆる分野において人間

力向上のための教育改革を一層推進していくことが求められている。 

 本研究所においては、文部科学省の動向等を踏まえた、総合的な調査研究を推進するとともに、所

員個々人の問題意識にしたがった研究も実施している。研究所が基礎的な研究の力量を身につけるた

めには、双方の研究活動が不可欠である。 

 この紀要は、所が実施する総合的な調査研究の成果と個人研究の成果をとりまとめて公表すること

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ものである。今年度は、「大学と産業

社会の相関システム」を特集とした。このほかに所員および研究協力者の個人研究の成果を７編集録

している。 

 関係各位の忌憚のないご批評をいただきたい。 

 

 平成18年３月 

                                                         国立教育政策研究所長 

                                                                   矢 野 重 典 
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＜本特集の趣旨＞ 

 

 国立教育政策研究所の高等教育研究部は、平成 13(2001)年１月の改組によって誕生した新しい研

究部である。その最初の大型研究が、調査研究等特別推進経費による「新しい時代における大学と

産業社会との相関システムの構築に関する調査研究」であった。平成 13 年度から５年計画で着手さ

れ、本年度がその最終年度にあたる。この５年間に生み出された研究成果のなかから、代表的な論

考を抽出して特集を構成した。 

 

１．研究の目的と経緯 

 

 この研究課題のねらいは、知識基盤社会への移行という新しい局面における、大学と産業社会の

新しい相関関係のあり方を総合的に探求することにある。高度化・複雑化する今日の産業社会のな

かで、大学がはたすべき新たな役割と機能が問われている。近年、産学連携やインターンシップの

推進、起業家養成教育の導入や PFI（Private Financing Initiative）の構想など、新しい試みが

次々と立ち上げられている。しかし、現実の急速な展開のなかで、それらの個別的な動向は、理念

的にも制度的にもいまだ整理されているとはいえない。 

 この研究プロジェクトの目的は、現在の大学がおかれている全く未知の環境が持つ意味と、大学

自身による対応や取り組みの実態を調査分析し、新しい大学像を構築するための基本的な知見の集

約と総括的な検討を行うことにある。本研究では、大学と産業社会が交差する「場」として、教育、

研究、経営の３つの領域を設定した。それぞれの領域において、文献研究、理論研究、事例研究、

質問紙調査などを適宜に組み合わせ、国際比較を盛り込みながら５年間にわたる研究を行った。 

 研究組織は、小松郁夫高等教育研究部長を研究代表者とし、高等教育研究部の研究職員５名と教

育政策・評価研究部の１名、そして所外の研究協力者 12 名の計 18 名によって発足した。その後、

小松が教育政策・評価研究部長に転じたため、平成 16(2004)年 10 月から筆者が研究代表者となっ

てとりまとめにあたった。これまでの調査研究の成果はすでに８冊の中間報告書（文献表を参照）

として刊行され、まもなく最終報告書を刊行するはこびとなっている。 

 

２．本特集の構成 

 

 この特集は、５つの論文から構成されている。第１論文である塚原の論考は全体の総論にあたる。

すなわち、本プロジェクトの主題である「大学と産業社会の相関システム」をまず特定し、歴史的

な比較検討を行うことによって、新しい時代における相関システムの特色を古い時代のそれと対比

して明らかにした。 

 第２論文である飯吉の論考では、産学連携に関する経済団体の提言を分析した。この研究プロジ
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ェクトとほぼ同じ時期に、戦後期の主要な経済団体の提言をほぼ網羅したデータベースを著者は独

自に構築している。これを活用した分析の結果によれば、研究面での産学連携に関する提言は 1950

年代から散発的に行われていた。90 年代に産学連携の制度が整備されると、そうした制度をいかに

活用するかに提言の重点がうつり、産学連携を推進する人材の養成がまず求められた。ついで、そ

れに限定されない幅広いすぐれた人材を人材育成面での産学交流によっていかに養成するかが論じ

られた。 

 次の２つの論文は、教育面での産学連携をあつかっている。第３論文である川島の論考は日本の

事例をとりあげたもので、日本における高等教育（ないしより広い若者問題）の主要課題が、ポス

ト青年期におけるライフコースの選択的自立を支援する活動にあることを指摘し、その手段として

インターンシップが注目されてきたことを示した。しかし、本研究の一環として行われた調査の結

果によれば、大学（学校）教育において欠落している要素を体験型学習で補うという認識だけでは

不充分な状況にたちいたっている。 

 第４論文である井口の論考は米国の事例を対象とし、コミュニティ・カレッジにおける産業界・

大学・地域社会の協同教育プログラムをとりあげた。協同教育プログラムは 1920 年代に開始され、

60 年代には連邦政府の財政支援を受けて、今日まで着実に成長をとげてきた。学内での学習と学外

での就業は在学期間を通じてほぼ並行して行われるが、両者を１日単位で交代する方式と学期ごと

に交代して行う方式がみられた。報酬をともなう長期にわたるものであるため、学生を受け入れる

産業界や地域社会の深い理解が不可欠である。このプログラムは、学生、大学、雇用者、地域社会

のいずれにも貢献するが、雇用者や学生がその教育的意義を理解せずに行う場合には問題が生じる

ことを指摘した。 

 第５論文は、研究面の産学連携に関する鎌谷の論考である。日本における研究面での産学連携は、

非公式な活動として行われることが少なくなかった。そのため、とくに戦後期については、実証的

な歴史研究を行うにたりる史料が蓄積されているとは言いがたい。こうした事情は本質的には戦前

も同じであるが、戦前期については利用可能な史料がいくらか存在する。本稿は、明治期から第二

次大戦期までの産学連携に関する通史であり、史料の制約から旧帝国大学の大学附置研究所を対象

としている。それにより、産業界、官界、軍部などと大学の協力関係が、明治の初期から継続され

ていたことを跡づけている。 

 

３．さしあたりの結論 

 

 この研究プロジェクト全体の、さしあたりの結論は第１論文の末尾にまとめておいた。先に述べ

たように、本研究では、大学と産業界が交差する場として、教育、研究、経営という３つの領域を

設定した。大学と産業社会の「新しい時代の相関」関係を古い時代のそれとを対比すれば、教育に

おいては、大学教育に効果があることを批判的に前提とした学歴社会論から、大学教育の有効性を

社会に説得する立場への移行である。教育面の産学連携については、自立した大学生に実習経験を

付与するものから、ポスト青年期におけるライフコースの選択的自立を支援する活動への移行であ

る。研究面の産学連携については、非公式な活動から制度的に明確に位置づけられた活動への移行

である。大学のガバナンスについては、管理から経営への重点の移行である。いずれについても、

古い相関システムと新しい相関システムには大きなちがいがあるが、後者に関する研究の蓄積は乏

しい。それとともに、現時点では、大学と産業社会の双方が新しい相関システムに不慣れである。
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したがって、地道な交流を積み重ねていくことが新しい相関システムの構築にもっとも寄与するよ

うに思われる。 
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大学と産業社会の相関システム 
─新しい時代におけるその構築─ 

Creating New Linkages among University, Industry and Wider Society: 

An Introduction 

塚原 修一∗ 
TSUKAHARA Shuichi 

 

１．研究の枠組 

 

この研究プロジェクトの課題名は「新しい時代における大学と産業社会との相関システムの構築

に関する調査研究」である。社会学では、産業革命以降の発展段階にある社会を産業社会という（富

永 1993、吉本 2002）。社会の発展段階論によれば、第１次産業を主体とした農業社会は、産業

革命によって第２次産業を主とした産業社会（工業社会）に転換し、さらには第３次産業を中心と

した知識社会（知識基盤社会）に移行するとされる。今日の先進諸国が産業社会と知識社会の中間

に位置し、産業社会の高度化と知識社会への転換が進みつつあることには大方の同意が得られよう。

本研究が対象とする「新しい時代」とはこれをさす。なお、社会学における産業社会とは歴史的な

概念であって、現代の日本を対象とするかぎり社会と産業社会は同義である。その一方で、日常用

語として産業界のことを産業社会とよぶことがあり、社会の変化を主導する中核的部門として本研

究もこれに注目する。すなわち、産業社会という言葉によって社会システムの全体をさすとともに、

とりわけその要素である産業界に注目する。 

つぎに相関システムであるが、システムとは要素の集合とそれらのあいだの関係からなるまとま

りをもった全体（今田 1988）をいう。本稿では、大学と産業社会の構成要素が、それぞれ複合的

な相互作用を行うシステムを相関システムといい、これらの相互作用を相関関係と呼ぶことにする。

本研究では大学と産業社会が交差する「場」として、教育、研究、経営の３つをとりあげた。これ

は、大学と産業社会の相関関係を、大学の機能にそくして分類したものといえる。なお、ここで経

営とは大学の経営のことであり、教育や研究の基盤整備など、教育や研究を含む大学の諸活動を統

合する存在としての経営を意味する。 

最後に本稿の位置づけを述べる。一般論として、大学と産業社会の相関システムは古くから常に

存在した。そのなかで、新しい相関システムについての個別の成果は、すでに刊行した中間報告書

やこの特集の個別の章にゆだねた。本稿では、これまでの時代おける大学と産業社会の相関システ

ムを先行研究に依拠して説明し、それと対比して本研究の対象となる新しい相関システムの特色を

提示する。これらの作業を通して、本稿では以下のことを主張する。第１に、本研究の課題を大学

と外部の関係ととらえたとき、そうした先行研究は必ずしも多くない。とくに、新しい相関システ

ムに関連する研究の蓄積は乏しい。また、これまでの日本には、そのような実証的研究が活発化し

にくい事情があった。第２に、教育、研究、経営のいずれについても、かつての相関システムと新

しい相関システムのあいだには大きなちがいがある。第３に、大学と産業社会の双方が新しい相関

システムに不慣れであり、地道な相互交流を積み重ねていくことが、新しい相関システムの整備と

                             
∗ 高等教育研究部 部長 

【特 集】         国立教育政策研究所紀要 第 135 集 
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定着に寄与すると考えられる。 

 

２．図書資料の所在状況 

 

はじめに、大学と産業社会の相関システムに関する先行研究がどれほどあるか、図書資料の所在

状況から概観した。国立情報学研究所は、全国の大学図書館等が所蔵する図書と雑誌の総合目録を

インターネットによって検索するシステムを運用し、これをウェブキャット（Webcat）と呼んでい

る。それを利用して、図書に限定して標題の単語（タイトル・ワード）によって検索を行った。「大

学と産業社会の相関システム」という標題の図書はみあたらなかったので、「大学」と、大学の外

部をあらわす「社会」、「地域」、「産業」などの語を組み合わせて検索した。その結果である表

１から次のことがわかる。 

第１に、「大学」で検索される図書の数は約26,000件であった。この数は、「学校」で検索され

る図書の数を少し上回るが、「教育」で検索される数の半分ほどしかない。また、「高等教育」で

検索される図書は少なかった。表１のなかで、「大学／教育」などの斜線は論理積をあらわし、こ

の例では「大学」で検索され、かつ「教育」でも検索される図書の数を示す。「大学」、「教育」、

「学校」などで検索される図書数にくらべて、「大学／学校」、「大学／教育」、「学校／教育」

などで検索される図書数は１桁ないし２桁も少ないから、「大学」、「教育」、「学校」などの語

で検索される図書は、それぞれあまり重複していない。図書群として相互に独立的であるといえよ

う。 

表１ 大学図書館等が所蔵する各領域の図書件数 

─────────────────────────────────── 

教  育 56,218 件 

学  校 21,271  

大  学 26,182  

高等教育 42  

大学／学校 505  

大学／教育 2,571  

学校／教育 3,372  

大学／社会 651  

大学／地域 339  

大学／産業 214  

大学／産業／社会 21  

産  学 113  

─────────────────────────────────── 

注 「／」は「かつ」の意で論理積をあらわす。国立情報学研究所のウェブキャットで行った図

書のタイトル・ワードによる検索結果（2005年８月17日に実施）を示す。 

 

第２に、「大学」とその外部をあらわす単語とで検索される図書の数をしらべた。その結果によ

れば、「大学／社会」は651件、「大学／地域」は339件、「大学／産業」が214件であった。また、

「産学」で検索される図書は113件であった。これらは、「大学」で検索される図書数より２桁ほど
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小さい。また、「大学／産業」は「大学／社会」の３分の１ほどしかない。 

第３に、「大学」、「産業」、「社会」のいずれからも検索される図書は21件であった。このう

ち商業出版物は６件であり、本稿に関係すると思われるものは永井(1965)と望田・広田(2004)であ

る。永井の『日本の大学──産業社会にはたす役割』は、新書版ながら日本の大学研究の古典とも

いえよう。その標題には大学と産業社会の文言が含まれ、本文中では主に工業社会という語を用い

て、現代における大学の役割と日本の問題点を論じている。望田と広田の『実業世界の教育社会史』

は、ビジネス・エリート、エンジニア、ノン・エリートの養成について各国の歴史事例をとりあげ

ている。こちらも、本稿の先行研究というにふさわしい。 

以上は、図書の標題の検索にもとづく大雑把な議論にすぎないが、その範囲内でも次のことがい

える。すなわち、大学に関する図書のなかで、社会、地域、産業など、大学とその外部の関係を主

題とするものは相対的にきわめて少なく、そのなかでも大学と産業（ないし大学と産業社会）を主

題とするものはさらに少ない。すなわち、本研究の課題を大学とその外部社会の関係と位置づける

かぎり、関連する先行研究はそれほど豊富ではないことが示唆される。 

 

３．大学の管理から経営へ 

 

大学と産業社会が交差する場である教育、研究、経営（大学経営）について、以下では経営、教

育、研究の順にとりあげる。大学経営に関する最近の先行研究として「大学管理運営論」（羽田 2005）

がある。その内容を筆者なりに要約すれば以下のようになる。 

⑴ 高等教育の管理運営は重要な研究領域であるが、研究成果の蓄積は乏しい。 

⑵ 大学管理とは「第一義的に大学に対する外部機関の権限関係」をあらわす。これに対して、

大学運営は「大学内部における管理と同義」であり、「具体的な実施（operation）と経営管理

（management）を含む」。この両者は、企業経営におけるアドミニストレーションとマネジメ

ントの区別に対応し、「経営管理」にあたる後者は、おおむね「目標設定、指導、監視に関す

る重要かつ高度なレベルの業務」とされる。大学に関する法的関係のうち、以上の諸概念に対

応しないものとして、大学の設置認可、各種の基準設定などの学校（大学を含む）監督行政と、

議会による法律制定、予算編成などがある。 

⑶ 大学における権力の配分（ガバナンス）には、教授団が強力な同僚制、政府が強力な官僚制、

市場が強力な市場型の３類型がある。日本は、国公立大学が官僚制、私立大学が市場型で両者

が混在している。 

⑷ 大学管理の最大の問題は、教員人事や学長・部局長などの選出をめぐる大学自治権にある。

戦前の日本の帝国大学は政府の直接統治のもとにあったが、発足時から教授会などの合議制機

関を設置し、大正期までに同僚制による自治を慣習的に確立していた。戦後は、学問の自由が

憲法に盛り込まれ、学校教育法に設置者管理主義が明記された。大学の教員人事権は、国公立

大学では教育公務員特例法によって、私立大学では判例によって確立した。 

⑸ 大学運営に関する最初の本格的な審議会答申は大学審議会(1995)である。学長のリーダーシ

ップの強化、学長補佐体制の整備などの提言は、国立学校設置法の改正（1999年）によって実

現した。国立大学は2004年度から国立大学法人を設置者とする学校に変化し、いまや国公私立

をとわず大学の運営・経営が課題となっている。 

以上の要約を大学と産業社会の相関システムという視点から見直すと、ガバナンスに関わる古い
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相関関係は大学管理であり、その最大の問題は大学の自治権であった。しかし今日では、新しい相

関関係である運営・経営に重点が移行した。そこには、主として以下の３つの課題領域があるよう

にみえる。 

第１は、新公共経営（New Public Management）に準拠した、民間企業の経営理念・経営手法を導

入した大学経営の効率化と活性化である。実施部門の外部化は、よく知られた方式のひとつである。

清掃、給食サービスなど、業務の供給者が潜在的に数多く存在し、取引形態が比較的単純な領域に

おいて、民間事業者への委託などによって市場メカニズムの活用をはかるのがそれである。もっと

も、こうした周辺的な業務の外部化はすでにかなり実現しているから、大学の核心により近い業務

や、供給者が限定される複雑な業務の外部化がこれからの課題となろう。後者の代表例のひとつが

PFI（Private Financing Initiative）である。PFIとは、公共施設等の設計・建設・維持管理・運

営に民間の資金とノウハウを活用して、民間主導によって効率的かつ効果的な公共サービスの提供

を図るものである。つまり、民間の資金とノウハウを一括して導入することがその特色である。従

来の公共事業は高額な事業費を予算化したのちに着手したが、この方式では効率化をはかるととも

に事業費を後年度に分散して支出の平準化をはかることができる。こうした外部化は、市場型のガ

バナンスからみて望ましいばかりでなく、官僚制や同僚制の立場からも、予算の節約や教育・研究

費の増額につながるとして支持されるであろう。 

第２は、法人化によって政府からの自由度を高めたはずの国公立大学のガバナンスが、従来の官

僚制にとどまるのか、同僚制ないし市場型に移行するのかという問題である。これまでの国立大学

は国家行政組織の一部であり、事務職員の任命権は文部（科学）大臣が有したが、教員の人事権は

教授会にあった。国公立大学のガバナンスは官僚制に分類されていたが、官僚制と同僚制が拮抗し

たなかで前者が優勢な形態であったと考えられる。しかし、法人化によって今後は官僚制が弱体化

するであろう。大学監督行政が1991年から規制緩和の方向にあり、事前規制から事後チェックへ重

点が移行して、新しい試みに着手しやすい環境がつくられたことも、前例の踏襲に傾きがちな官僚

制の弱体化に対応している。国立大学法人の制度設計は学長（機関長）のリーダーシップを高める

方向にあり、そうした内部組織の形態は市場型のガバナンスと親和的であるが、同僚制と市場型の

権力配分がどのように推移するかは今後の注目点であろう。それにくわえて、多額の国費を受領す

る国立大学に期待される特別な役割にも注目する必要がある。基礎研究の実施、地域における教育

機会の提供、地域社会への貢献などがその例である。これらは、仮に市場型のガバナンスからみて

重視しがたい選択肢であるとしても、国立大学として注力せざるを得ない。こうした役割は、羽田

の３類型のなかでは同僚制にあてはめることになろうが、いわゆる市民型など、この３つ以外の権

力配分方式が構想されてよい。 

第３は、成果や需要側を重視した大学経営の実施である。これまでの大学経営は、大学の論理な

いし供給側を重視してなされてきたといえよう。とくに、かつての国立大学は社会の要請に敏感に

反応してきたとは言いがたく、それが官僚制の帰結であるのか、教授会が主要事項を決定する同僚

型の結果であるかは別として、しばしば意思決定の遅延と保守化をまねいていた。大学の自治によ

って学問の自由を守り、教育に対する不当な支配を排除することにはそれ自体として価値があり、

学問研究の専門性や学生がおおむね若年者であることを考慮すれば、教授陣が大学に関する重要事

項を決定することには大方の異論がなかろう。しかし、大学の規模が拡大し、大学に対する社会の

期待が高まっている今日、大学の社会的役割を維持しながら、需要側の要請を大学経営に組み入れ

て成果をあげていくことが重要である。ここでいう需要側とは、教育なら学生とその親、卒業生を
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受け入れる社会、研究であれば成果の利用者、経営であれば大学をとりまく国や地域社会などをさ

す。大学と産業社会の新しい相関システムの基本はこれではないかと筆者は考えている。 

需要側からの大学経営は、市場志向よりやや広い概念である。収入を目的とすることもあり、収

入ではない社会的価値の実現を目的とすることもあろうが、いずれも大学に内在する主要な価値と

は異なるものを達成する手段とした大学の活動を含む。それは大学のいわゆる社会サービスとして

行われることもあるが、教育活動や研究活動の一環として行われることもある。このような大学経

営のなかで、よく知られた領域のひとつは地域社会と大学の関係である。古くは清水(1975)があり、

近年のものとして山田(1999、2002)、天野(1998、1999、2000、2001)などがある。政策面からみて

も、大都市圏の過密対策として大学の地方分散政策が2002年まで行われたが、これには地域別の進

学機会を均等化する効果があった。大学を中核とした地域振興政策も古くからあるが、最近では経

済産業省の産業クラスター計画、文部科学省の知的クラスター事業などが実施されている。 

 

４．学歴社会論 

 

教育の場における大学と産業社会の相関関係として、ここでは学歴社会論をとりあげる。これは

古い相関関係の代表例であり、以下では先行研究を紹介してその特色を述べる。社会的地位達成に

おいて、学歴が決定的に重要な社会を学歴社会といい、各国ないし各地域の社会が学歴社会である

かどうかをめぐる議論が学歴社会論である。すなわち、学歴社会論は、大学が送り出した卒業生に

対する産業社会の評価にかかわる。資本主義社会の労働市場では、大学卒業者に対する評価は収入

や地位に反映されると考えられるが、これらは大学教育の効果のひとつともいえる。この問題につ

いては複数の領域で研究が行われてきたので、最近の代表的な先行研究を参照して説明する。 

最初に、社会学の主要な研究領域のひとつである社会階層論をとりあげる。社会階層論の領域で

は、日本社会学会による大規模な全国調査が1955年から10年ごとに実施され、その結果にもとづい

た実証分析が活発になされている。そこでの典型的な問題設定のひとつは、社会的な地位達成に対

して、生得的な要因である出身階層と獲得的な要因である学歴が、それぞれどれほどの影響を及ぼ

すかというものである。日本を含む先進諸国では、生得的な要因よりも獲得的な要因の影響が大き

く、歴史的な趨勢として獲得的な要因の影響が強まる傾向にあり、こうした傾向は望ましいことと

価値づけられている。そのなかで、主要な論点のひとつは、出身階層と学歴が相互に独立な要因で

はなく、出身階層が高いほど学歴が高いという傾向が日本を含む多くの社会にみられることである

（原・盛山 1999）。しかるべき学校に入学し、首尾よく卒業したという意味で、学歴は獲得され

たものである。しかし同時に、学歴を経由した出身階層の影響が存在し、出身階層によって進学機

会に差があったり、学校が特定の階層文化を反映しているために、学校で成功する可能性が出身階

層によって異なるというのである。このように、社会階層論では、学歴社会に対立する概念として

出身階層の影響力がつよい社会（身分社会）が想定されている。そして、学歴の影響が大きいこと

を前提として、学校体系がそれを独自に生み出したのか、出身階層の影響を反映したものかが議論

されている。 

これに対して、学歴社会論では、職業資格や、学校以外の場で身につけた知識と能力の影響力が

つよい社会（それぞれ資格社会と実力主義社会）などが想定されることが多かった。学歴の取得は

若い時期に行われることが多く、いったん獲得した学歴は失われることがないという意味で、それ

を取得した以降の人生において生得的・身分的な要因としての性格をあわせもつ。そのため、青年
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期の一時点における大学入学試験の成否のようなことで、その後の人生が決定してしまうことの不

合理性が指摘された。また、学閥のような不公正な手段で、高学歴者が特権を享受しているという

批判がしばしばなされた（苅谷 2001）。いずれにせよ、学歴社会論においては、大学教育に効果

があることが批判的な立場から前提とされていた。日本が学歴社会であるかどうかの論争が臨時教

育審議会でなされたが、その決着はつかなかった。このことは、1980年代の後半において、審議会

委員すなわち有識者の少なくない割合の人々が、日本が学歴社会であると考えていたことを示して

いる。このような社会では、大学教育の効果をことさらに主張する必要はあまりなかった。 

学歴の何が社会的地位を高めるのかという点についても議論があった。代表的な学説のひとつは

人的資本論である。それによれば、教育によって学生が身につけた知識・技能には職業活動におけ

る生産性を高めるはたらきがあり、その見返りとして高学歴者には高賃金が支払われるとする。こ

の説によれば、教育が付与した知識・技能そのものに価値がある。もうひとつの学説であるスクリ

ーニング仮説によれば、教育が付与する知識・技能にそのような価値があるかどうかはともかく、

学校は入学試験によって、よりすぐれた人物を選んでいる。すなわち、高学歴者の学力水準はより

高く、就職後の一般的な職務遂行能力が高いと想定されるから高賃金が支払われるとする（金子・

小林 1996）。産業社会に対して大学の存在意義を強調するためには、スクリーニング仮説ではな

く人的資本論が成立している状況が望ましいが、それを検証しようとする研究はあまりなかった。 

社会階層論や学歴社会論と対比した教育経済学の特色のひとつは、大学教育の効果を投入との関

係で議論することにある。矢野(2005)によれば、教育経済学は日本ではきわめて不人気な領域であ

り、研究の蓄積は乏しい。その理由として、矢野は、これまで、そうした研究をする必要性がなか

ったことを指摘している。すなわち、日本の人材養成は、これまで家計の旺盛な教育支出と企業の

積極的な教育投資によって支えられてきた。教育経済学は、いわば教育が公的ないし私的に投資す

る価値があることを立証するための学問であり、これまでの日本ではその必要がなかった。しかし、

バブル経済の崩壊を期に家計と企業は教育支出の減少を余儀なくされているから、これからは公的

投資によって教育を支えるほかない。そのためには、大学教育の効果を実証して公的投資に値する

活動であることを示す必要があるというのである。 

以上の議論をふまえれば、新しい相関関係とは次のようなものであろう。そのひとつは、社会に

おける有効性が立証された教育の提供である。そのための活動をいくつか例示するならば、第１は、

教育課程や教育科目について卒業後の有効性を検証し、有効性をより高めた新しい教育科目や教育

課程の開発と導入をこころみることである。専門教育の、いわゆるミスマッチ問題などはここに含

まれよう。第２は、大学教育が公共投資に値することを実証し、そうした証拠にもとづいて公的な

教育投資の拡大をはかることである。そのいずれについても、基礎的なデータとして、卒業生の活

動状況、卒業生および周辺の人々による大学教育評価、大学教育に対する要望などを含む卒業生の

追跡調査や、学歴別、専門別などの雇用や職業活動について定量的調査が定期的に行われる必要が

あろう。 

さらに、このような相関関係に、大学と産業社会の双方が不慣れであることも指摘しておきたい。

本研究の中間報告書には、大学教育に対する経済団体の提言の分析がある（飯吉 2002）。それに

よれば、提言は産業界が求める知識や能力として表現されることが多かった。それに対応するかど

うか、対応するとして大学教育のなかでそれをいかに実現するかは大学側が検討すべきことである

が、産業界の協力なしに大学側の対応が円滑にすすむとは思えない。すなわち、実行可能な提言と

「ないものねだり」の無理な注文とを区別し、実行可能な提言に対応した教育課程を設計する過程
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では、需要として表現された産業界の用語を、供給側である大学教育の用語に変換しなければなら

ないからである。産業界が提言の実現を求めるのであれば、提言の実行可能性を吟味するとともに、

上記の「変換」ないし和文和訳に関する大学と産業界の相互作用を、これまで以上に活発に行う必

要がある。 

 

５．工学部の名称問題 

 

以下で名称問題とは、学部の名称と実際の活動のくいちがいをいう。こうした問題は、国内的に

は関係する人々が了解していればすむことであるが、学位等の国際的通用性などを論じるさいに浮

上することがある。他学部にも類似の状況がありそうに思うが、ここでは工学部と理学部の対比に

注目する。 

米国の大学では、伝統的に、純粋学問である自由学芸分野と職業人を養成する職業教育分野に教

育課程を区別している。大学院課程の場合は、前者がグラデュエート・スクールであり、そこで発

行される学位が研究学位（アカデミック・ディグリー）である。後者はプロフェッショナル・スク

ールとよばれ、そこでの学位は専門職学位（プロフェッショナル・ディグリー）とよばれる。この

２つの教育分野の比重を学位の発行数によってみるならば、米国における職業教育分野の割合は、

準学士で61％、学士で59％、修士は82％、博士は49％である（舘 1997）。修士において職業教育

分野の割合が高いことには特別の意味があるので別に議論しなければならないが、それを別とすれ

ば、米国では職業教育分野と自由学芸分野が６対４ないし５対５の割合で混在していることがわか

る。 

かつての日本は、大学における高度職業教育の先進国であった。明治初期の外国人顧問に実学を

重視したスコットランドから人を得たこともあり、日本の帝国大学とその前身にあたる諸学校には、

今日の工学部や農学部にあたる実際的学問領域が設立当初から組織として確立していた。これは、

世界的にみても、きわめて早い事例である。日本の大学の職業教育分野はいまも強力である。帝国

大学の後裔である東京大学をみると、米国の分類で職業教育分野とされる、法学部、教育学部、医

学部、薬学部、工学部、農学部をあわせれば学士課程の入学定員の66％をしめ、これに経済学部経

営学科をくわえれば69％となる。日本の学士課程の全体にしめる職業教育分野の割合を在学生数に

よってあらわせば54％となり、国立大学法人に限定すれば74％である。入学定員、在学者数、学位

発行数などのちがいを無視すれば、日本の国立大学法人の数値は米国より15ポイントも大きい。 

理工系における自由学芸分野と職業教育分野をあらわすものとして、理学部と工学部を対比して

みると、学士の授与数が日本は理学１に対して工学６であるが、米国は工学１に対して理学６と比

率が逆転している（表２）。この数値の解釈であるが、米国が理学に重点をおき、日本は工学に注

力するという傾向があるとしても、これだけ大きなちがいが、それですべて説明できるとは思われ

ない。たがいに競争関係にある高度産業社会として、自国の大学に期待することはそれほど異なら

ないであろう。すなわち、米国では理学部で行われているような教育研究が、日本では工学部で行

われていると考えるべきである。言いかえれば、米国でいう工学部ないし技術者とは、科学者（理

学部の出身者）にくらべて、より限定された職務につく少数派の集団である。これに対して、日本

の工学部や技術者は多数派である。 

現在、日本の工学部では、日本技術者教育認定制度（JABEE）による認証がすすんでいる。JABEE

の認証は、いわゆるワシントン・アコードによって国際的通用性をもつが、ここでいう通用性の対
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象は米国式の狭い範囲の工学部である。すなわち、少数派集団を対象として設計された質保証の枠

組みを大規模な多数派集団に適用することには無理がある可能性が高く、それを強行すれば日本の

理工系のアカデミックな研究の基盤を損なうおそれすらある。私見によれば、完成した職業人の育

成をめざす米国式の技術者教育はやや古い形態で、科学の研究により接近した工学教育を行う日本

式のほうが今後の可能性が高い形態であると思われる。むしろ日本式を世界に普及させる努力が必

要ではないか。 

表２ 日米の学位授与数 

─────────────────────────────────── 

日本 (2000) 学  士 修  士 博  士 

数学・自然科学  18,241  5,351 1,145 

工  学 103,156 24,762 2,413 

  

米国 (1996) Bachelor's Master's Doctor's 

自然科学 384,674 16,158 11,392 

数学・計算機科学  37,621 14,355  2,043 

工  学  63,114 27,761  6,305 

─────────────────────────────────── 

注 学校基本調査報告および米国科学財団の資料から作成。 

 

いずれにせよ、以上のことから、次のことが示唆される。第１に、日本では職業教育分野が高等

教育の諸機関のなかに確立していて、その規模は米国よりも大きい。第２に、しかしながらそこで

は、自由学芸分野に近い教育研究活動が行われている可能性が高い。第３に、したがって、それら

を名称にそくして職業人養成型に移行させることが期待されるとしても、職業人養成型に転換すべ

きものは、職業教育分野の全体ではなくその一部である。理学と工学を例として、日本の工学部を

米国と同様な形態に転換するという思考実験を行うならば、職業教育分野にふさわしい実務的な技

術者養成にあたる部分の規模は現在の工学部の６分の１が適当であり、残りの６分の５は、自由学

芸分野に移行して現在と同じような活動を継続すべきなのである。工学部のようなひとつの職業教

育分野のなかで、職業人養成に特化するものと、自由学芸分野として現在の活動を継続するものを

切り分ける必要が生じかねないところに、日本における改革のむずかしさの一端がある。 

 

 

６．産学連携 

 

⑴ 教育面の産学連携 

産学連携は、文字通りには産業と大学の連携である。これには、教育面におけるものと研究面の

ものがあり、まず教育面のそれからとりあげる。教育における産学連携は、明治初期から東京大学

工学部の前身である工部大学校（明治６(1873)年開校）においてみられた。６年制の教育課程のう

ち、１、２年生は工学のための一般教育を学び、３年への進級時に所属学科を選択した。３、４年

生は学校での学習と学外実習をおおむね同時間ずつ行い、５、６年生はすべて実習であった。工部

大学校は西洋の近代科学技術を教授する学校であったが、この当時は日本の近代産業が確立してい



大学と産業社会の相関システム 

 19

ない時代で、正確には官庁の現業部門における実習、すなわち産学連携ではなく官学連携が行われ

ていた。今日の電気系学科の起源である電信科では、実習の内容は電信線の敷設作業における監督

や技術的検査などであり、現場の責任者として職務にあたっていたことがわかる（電気工学教育の

歴史調査専門委員会 1997、25頁）。また、教育面での産学（官学）連携に含めてよいかどうか疑

問はあるが、卒業論文における学生の工事計画ないし設計図が採用されて着工に移されたものもあ

る。 

時代がくだって、本稿の著者が工学部の学生であった1970年代初期にも、工場実習という教育科

目が４年次に存在した。当時、所属した学科の同級生は誰もこれを履修しなかったと記憶している

が、10歳くらい年長の助手の人々は工場実習を経験していた。彼らの言によれば、彼らの時代には

工場内部に学生の力量によって解決できる程度の課題がいくらもあり、工場実習は、学生と学生を

受け入れる工場の双方に利益があった。しかし、そうした課題がしだいに解決しつくされていくと、

工場側では工場実習のための課題をわざわざ作成するようになり、ついには、毎年、同じ課題を学

生に与えるようになって、その意義は小さくなっていったという。 

著者は、1970年代に、２つの大学において社会工学科という当時の新学科の状況をみた経験があ

る。設立当初の社会工学科では、卒業論文がそのまま学会で口頭発表され、そのあるものは学術雑

誌に論文として掲載されることがあった。しかし、このような先行者の利益を享受できる期間はお

おむね数年であり、その後は修士論文程度の水準でなければ学会発表ないし論文掲載にはいたらな

い状態となった。当時、耳にした経営工学科の別の事例として、工事現場の地ならしをするブルド

ーザの作業計画であったと記憶しているが、卒業生である新入社員が大学で学んだ線形計画法を適

用して最適解を算出したところ、作業の合理化によって数百万円の費用を節約することができたと

いう。これも、教育面での産学連携とは言いがたいが、大学卒業生くらいの力量で解決できる課題

が少なくなかった局面における事例であるといえよう。 

以上のような、古い時代における教育面での産学連携は自立した大学生に実習経験を付与するも

のであった。これに対して、インターンシップなど、新しい時代における教育面での産学連携は、

キャリア教育の一環として、学校から職業への移行を円滑ならしめることを目的として行われてい

るようにみえる。より本質的には、この特集で川島が指摘しているように、高等教育の主要な課題

がポスト青年期におけるライフコースの選択的自立を支援する活動であり、その手段としてインタ

ーンシップが注目されている。 

 

⑵ 研究面での産学連携 

産学連携というと、一般には研究面での産学連携をさすことが多いので、以下では単に「産学連

携」と記すことにする。産業側が費用などを提供して行う研究や、産業界への研究成果の移転にと

もなう活動などがそれにあたる。産学連携は日本にも古くからあったが、古い相関関係にあたるか

つての産学連携は、制度的な位置づけがあいまいな非公式な活動であった。これに対して、新しい

相関関係とは制度的に明確に位置づけられた産学連携である。産学連携に関する先行研究は外国で

は少なくないが、日本では量質ともに乏しく、ようやく2000年代に入ってから増加する傾向をみせ

た。 

日本の産学連携について略史を述べよう。この特集の鎌谷の論考を参照すれば、大学と産業界の

相関関係は明治初期からあったが、研究を媒介としたそれがはじまったのは明治末から大正期にか

けてである。ちょうど、日本の科学技術水準が一定の高さに到達し、自ら知識をつくりだす必要性
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が生じて大学や企業が研究活動を本格化した時期にあたる。しかし、産学連携によって実用化をめ

ざす研究を大学で実施するさい、それが「学術ノ……蘊奥ヲ攻究スル」という大学の目的規定（大

学令）と抵触することになった。産学連携は第二次大戦後も継続され、タブー視されたなかで大企

業と一流大学の非公式な関係が維持された。学生の就職斡旋、共同研究、教員の発明の譲渡、これ

らの見返りとして奨学寄付金の提供などがそれである（Hashimoto 1999、西村 2005）。しかし、

1970年前後には、学生運動が強く批判したことで影をひそめた。その後、民間等との共同研究・受

託研究制度、寄附講座、地域共同研究センターの設置などによって産学連携制度の整備がはじまっ

た。1990年代後半には、科学技術基本法（1995年）、大学技術移転促進法（1998年）などによって、

いっそうの体制整備が行われた。第２期の科学技術基本計画（2001年）では産学連携が重要政策の

ひとつとされ、多くの大学がそれを重視するようになった。 

産学連携の主な特色をあげれば以下のようになろう。 

第１に、大学で生み出された研究成果が産業社会において活用されることへの批判は、今日では

それほど多くないと思われるが、研究成果が製品に結実して収益を生み出す可能性はそれほど多く

ない。産学連携にかぎらず産業界で行われる研究開発にもあてはまるが、研究成果の製品化はリス

クの大きな仕事であり、製品化に近づくほど多くの研究費を必要とする。筆者が経験したかつての

応用化学では、基礎研究、応用研究、開発に要する研究費はそれぞれ１桁ずつ増加するといわれて

いた。創造的な研究によって新しい発見をすることが大学の役目であるとすれば、大学は無から有

を生じて、いわば０を１にするところである。そして、生み出された１にその10倍ないし100倍の努

力を傾注して製品に仕上げるのが産業界であるということになる。 

第２に、産学連携というと、大学による特許取得と技術移転機関（TLO）を介した技術移転に関心

が集中する傾向がある。たとえば、産業構造審議会の産学連携推進小委員会が行った10の提言（産

業構造審議会 2003）のうち、６件が特許やTLOに関係している。しかし、大学の研究成果を企業に

移転する経路は特許に限らない。論文、学会、大学人との会話など、開かれた場での移転、あるい

は公共財としての移転を大企業は重視している。米国のバイ・ドール法のような特許化政策の過大

評価をいましめたり、特許の重視が他の経路を通じた技術移転をさまたげるとする指摘はこれを背

景としている（ネルソン 2003）。期待される移転経路は専門分野によっても異なる。基礎研究と

特許の関係が密接なバイオ分野のように特許の寿命が長ければ、ヒットした特許から収益を確保で

きる。しかし、変化が激しいエレクトロニクスのような分野では、特許化は時間の浪費であって、

共同研究の成果を公共財産にすることが大学・企業の双方にとって有利であるとされる。また、医

療のように、そもそも特許化になじまないとされる分野もある（ホッジス 2003）。 

第３に、米国の大学の研究予算にしめる特許収入の割合は、大半の大学では５％未満である。し

たがって、すぐれた研究が特許収入を生み出し、それがさらに研究を加速するという循環過程は、

存在するが強いものではない。すぐれた大学の研究能力は、米国でも税金で維持されている（宮田 

2002）。 

第４に、産学連携を大学から企業への知識の移転とみれば、大学の知識水準が企業に対して卓越

しているときに、もっとも活発に行われるはずである。産業界を全体としてみたとき、そうした条

件は現在よりも過去の日本においてみたされていた。知識水準の適当な指標が見あたらないので投

入要因を参照すると、会社等の研究費が大学を上回るのは1959年度以降であり、会社等の研究者数

が大学を上回るのは1980年度以降である（総務庁統計局 1986、16-17、20-21頁）。総務省統計局

の科学技術研究調査によれば、2003年度に日本の会社等は大学の3.6倍の研究費を使用していて、米
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国や韓国とともに日本は産業界が研究開発に熱心な国のひとつである。活動別にみれば、企業に対

して大学に優位性があるのは基礎的な研究であろう。産業別や企業別にみれば、新しい研究領域な

ど大学の研究が先行している領域や、大企業よりは中小企業において大学の優位性が大きいと考え

られる。すなわち、今後の産学連携は、分野、活動、対象とする企業などを限定して、大学の優位

性を活用する方向で行われることになろう。 

 

７．新しい相関システムの特徴 

 

本稿は、「新しい時代における大学と産業社会との相関システムの構築に関する調査研究」の序

説である。教育、研究、大学経営の３つの領域をとりあげ、古くからの大学と産業社会の相関シス

テムを先行研究に依拠して説明し、それと対比して本研究の対象となる新しい相関システムを特徴

づけた。その結果として、以下のことを明らかにした。 

⑴ 大学と産業社会の相関システムは、大学と外部社会の関係と言いかえることもできる。そう

した領域の研究の重要性にもかかわらず、先行研究はそれほど豊富ではない。 

⑵ 大学のガバナンスの重点は管理から経営へ移行した。古くから注目された相関関係は大学の

自治であったが、国立大学の法人化にともない、大学の運営・経営が国公私立をとわない大学

の課題となった。新しい相関関係の具体的な課題例として、大学経営への民間の経営理念・経

営手法の導入、国公立大学の新たなガバナンスの行方、成果と需要側を重視した大学経営の実

施をあげた。とくにこの第３点は、大学と産業社会の新しい相関システムの基本と考えられる。

また、第２点において、私学とは異なる国立大学法人に固有な社会的役割が生じる。基礎研究

の実施、地域における教育機会の提供などがそれであるが、市場型のガバナンスには必ずしも

なじまないこのような役割を、いかなるガバナンスのもとで実現するかは新しい課題である。 

⑶ 教育について、古くから注目された相関関係は学歴社会論であった。その特色のひとつは、

大学教育に効果があることを批判的な立場から前提としたことである。教育にかかわる新しい

相関関係は、大学教育の有効性を社会に説得することを通して大学に対する公的私的な支援の

拡大をはかるものとなろう。その例として、教育課程や教育科目について卒業後の有効性の検

証、有効性をより高めた新しい教育科目や教育課程の開発、大学教育が公共投資に値すること

を立証する教育経済学的研究、それらの基礎データを得るための定期的な調査などがあげられ

よう。米国を基準としたとき、日本の大学には大規模な職業教育分野が存在するが、そこでは

自由学芸分野に近い教育研究活動が行われている可能性が高い。工学部の場合、日本の方式の

ほうが今後の可能性が高いと筆者は考えるが、名称と実質的な活動のずれをどのように整理す

るかも今後の課題であろう。 

⑷ 産学連携には教育面のそれと研究面のそれとがある。教育面における古い時代の産学連携は

自立した大学生に実習経験を付与するものであり、新しい時代のそれは、キャリア教育の一環

として学校から職業への移行を円滑ならしめることを目的としているようにみえる。研究面に

おける古くからの産学連携は、制度的な位置づけがあいまいな非公式な活動であった。これに

対して、新しい時代の産学連携は制度的に明確に位置づけられた活動である。大学で生まれた

研究成果が実用化されることを批判する論者は今日では多くないであろうし、筆者もそれを歓

迎する。しかし、基礎研究を実用化する可能性は、産業界においてもそれほど大きくない。大

学の研究予算にしめる特許収入の割合は米国でもごく小さい。日本の大学が産業界に対して全
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面的に優位にあったのは現在よりも過去のことであるから、これからの産学連携は、分野、活

動、対象とする企業などを限定して、大学の優位性を活用する方向で行われることになろう。 

⑸ 以上をふまえると、古い相関システムと新しい相関システムには大きなちがいがあり、教育、

研究、経営のいずれにもそれがあらわれている。新しい相関システムにあたる諸課題に関する

研究の蓄積はとくに乏しく、このような新しい相関関係について、今後とも研究をすすめてい

くことが重要である。しかし、現時点においては、大学と産業社会の双方が新しい相関システ

ムに不慣れであるといえよう。とすれば、地道な実証分析を積み重ねていくことが、新しい相

関システムの構築にもっとも寄与することになるのではなかろうか。 
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産学連携に関する経済団体の提言 
─研究と人材育成の両面に注目して─ 

Opinions of Economic Organizations about University-Industry Cooperation: 

With a Focus on both Research and Educational Aspects 

飯吉 弘子∗ 
IIYOSHI Hiroko 

 

１．はじめに 

 

 経済団体連合会（経団連、2004 年６月以降は日経連と合併して日本経済団体連合会）、日本経営

者団体連盟（日経連）、経済同友会（同友会）を中心とする主要経済団体は、戦後の各団体設立後、

現在に至るまで、積極的に提言を発表して彼らの要求を表明し続けている。なかでも、教育・人材

育成に関するものは大量に発表されている。これら主要３団体から出された教育・人材育成に関す

る提言（大学への要求を含むもの）は、2005 年 12 月までに 190 件にのぼる。関西経済同友会、関

西経済連合会、東京商工会議所など、準全国規模の経済団体から出されたものなども含めるとその

数は 250 件を超える 1)。それらのなかから産学連携に関するものを拾い出すと、末尾の年表の通り

88 件を数えることができた。本稿では、これらの提言を産学連携における２つの側面、すなわち、

①研究面における産学連携と、②寄付講座や高等教育機関への企業人講師派遣、インターンシップ

等といった（研究以外の）人材育成面における産学交流に大別して時系列に整理・分析する。 

  産学連携に関する産業界の要求は、戦後 60 年の間に、どのように変化したのか、あるいは変わら

なかったのか。産学連携は、30 年前までは主に「産学協同」と言われ、禁句に近い扱いを受けてい

た。しかし、21 世紀を迎えた現在、避けては通れない大きな論題となっている。1990 年代後半を中

心に、産学連携をめぐる政策の変化が本格化し、全国で連携スキームが組織化され、実例の蓄積も

進んでいる 2)。このように産学連携が実態として進行した背後にある、産業界の産学連携に関する

見解や姿勢・大学に対する要求を、経済団体の提言から明確化することを本稿では目指す。 

 

２．研究面の産学連携──1980 年代前半までの姿勢 

 

⑴日経連・同友会の提言 

 研究面の産学連携は、この当時は主に産学協同と呼ばれていた。1960 年代末までは、日経連が中

心となって意見書を出し(1956年11月の日経連『新時代の要請に対応する技術教育に関する意見』、

1961 年８月の日経連・経団連『技術教育の画期的振興策の確立推進に関する要望』等)、今日でい

う産学連携を、今後ますます推進すべきものとして積極的な協力を行うとの主張を行っていた。し

かし、いずれの提言もその一部において取り上げるのみであった。当時の主張のポイントは以下の

とおりであり、このうち、具体的な主張が見られるのは免税措置についてのみで、全体として漠然

と問題点や改善点を挙げるにとどまっている。 

 

                             
∗ 大阪市立大学 

【特 集】         国立教育政策研究所紀要 第 135 集 
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工業教育全般ならびに研究の推進についてできうる限りの協力／企業から大学に寄付する研究

資金等の資金への免税措置／研究費の増額／「産学協同の促進策など、技術教育の拡充に関連

する諸施策」の｢総合的｣確立、等 

 

一方、1960 年代末にはいると、激しくなる大学紛争のなか、より重要なテーマの一つとして産学

協同が取り上げられるようになった。1968 年 11 月の同友会提言『大学の基本問題（中間報告）』で

は、「新しい大学の課題」の一つである「社会奉仕」の中で、「とくに大学、産業界、政府の三者間

における人とアイディアと資金の流れのルールを確立する必要」をあげ、「それをどう具体化するか」

という問題点を掲げている。 

また、1969 年７月には同じく同友会が『高次福祉社会のための高等教育制度』の中で「産学協同

について」の項目を設け、同友会の発足以降、提唱し続けてきた産学協同の促進を、「社会に開かれ

た学問研究」という「近代教育思想に合致」し「世界史的な流れに沿うもの」と位置づけて論じて

いる。「産学協同」を「個別企業と特定大学の特定研究室との間の資金とアイディアの交換にだけ限

定し、大学を産業界の下請けにする動き、あるいは研究の自由を歪めるもの」として「全面的に否

定しようとする」のではなく、「社会を発展させる原動力」として捉えることを促している。そして、

「現状の欠点を是正し得る制度なりルールなりを打ち出す姿勢を望みたい」としている。「生産力に

具体化できる技術関係の研究部門」および「伝統的、文化的価値に関係する研究部門」間の資金配

分の問題を、「前者に対する民間資金の一定比率を後者に配分」したり、「多目的な大型財団の設立」

によって解決する事を提案している。 

 日経連も、1969 年２月の『直面する大学問題に関する基本的見解』において、当時の大学紛争に

ついて多くの記述をなす中で、そうした紛争を契機に「大学の基本問題のあり方」について論じて

いる。提言中の一項目として「産学協同について」取り上げ、相互依存関係にある大学と産業界は、

「相互の立場を尊重した上での協力関係がうちたてられるべきである」としている。その場合の「産

学協同の方法」の一例として、「例えば産業界・企業と大学の結びつきは、大学院ないし大学研究所

との間に行って、大学学部については、その教育的機能を尊重することに留意すること」等をあげ

ている。いずれも、産学協同の問題点を理由に全面否定してしまうのではなく、ルールや制度の整

備で対応することによって、産学共同の一層の推進を求める姿勢をとっている。 

 上記の流れと同時に、1969 年 10 月から 11 月にかけて、日経連は「産学協同海外調査団」を英・

米・西独等の欧米諸国に派遣し、翌 12 月にはその調査結果に基づいて、産学連携のみを扱った提言

『産学関係に関する産業界の基本認識および提言』を発表した。同提言では、「社会の進歩が大学の

近代化をうながし、大学の近代化が社会の発展を促進する」という「基本認識」の下で、産業界と

大学の密接な連携が推進されなければならない」とし、「産業関係の現状と問題点」と「今後の方策

に関する提言」を行っている。具体的には、英国の「ジョイントコミッティ(合同委員会)」、米国の

「産学協同教育委員会」、西独の「大学問題懇談会」などといった「協力関係を推進するための機関」

が日本に不在であることを示し、「工業化、近代化」の急速な進行に伴い、大規模な「研究開発投資

等」を行うべき情勢の下での「組織的な共同研究・重点研究の必要性」について述べ、日本の実情

の遅れを指摘した。その際、企業と大学・教授との間に「癒着的な弊害が生じないよう留意」する

ため、「企業の公共性と社会性の観点からも、共同研究体制の組織化」が必要であるとした。 
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⑵東京商工会議所の調査提言 

 こうした提言の後、産学連携に関する詳しい提言が、全国規模の主要経済団体からは 1970 年代後

半まで出されなかった中で、東京商工会議所からは、1973 年３月に『新時代に即応する産学協同の

在り方に関する提言』が出されている。同提言の基礎データ作成のために行われた調査の報告書も

あった（『新時代に即応する産学協同の在り方に関する意見調査～経営者・大学学長ならびに学識経

験者は、新しい産学間の協力についてどう考えているか』及び『産学協同の実態～研究開発・人材

育成等における相互協力の実情と展望』、いずれも 1973 年５月発表の 100 頁前後の大きな調査書)。

同提言では「産学協同推進の基本原則」として「超企業性」「長期性」「継続性」「総合性」「無拘束

性」を挙げ、以下のような詳細かつ多岐にわたる「個別的推進策」を提言している。 

 

全国的「意見交換の場」「産学協同情報センター」「産学協同相談所」の設置／対企業の「特定

窓口」や「専任の世話人（コーディネーター）」の設置／産学協同についての専門的研究協議常

設機関の設置や「予算措置」／企業からの講師派遣、夜間大学院設置、「大学・同付属研究機関

等への委託研究員制度」拡充等「教育面の施策」／公害問題等「産業発展に伴うマイナス面に

対処する研究」の産官学の「国家的プロジェクト」化／開発途上国への協力の円滑推進のため

の「途上国研究」としての産官学の社会科学的研究協力推進／個別大学と個別企業の研究協力

（共同研究・委託研究）の総量調整と研究費の増大／資金管理のための財団等の機関の設置／

「大学の教育研究方針に合致する内容であることを前提」として「明確な契約・覚書き」に基

づく産学協同研究開発の遂行／「研究テーマ・研究成果」の公開原則と簡単なアクセスの確保

／産学協同の基礎資料の図書館・各種専門センター・相談所における保管、等々。 

 

 提言のための基礎調査はいずれも２～３割の回答率であったが、大学紛争後、数年しか経過して

いないという当時の時代背景の中、大学関係者も含む全国的で広範囲の調査であった点等を勘案す

ると、これらの調査結果は大きな成果であったと考えられる。そしてまた、その提言内容は、現在

にもつながる内容を多く含んでいたことが指摘できよう。 

  この東京商工会議所の提言以降、1977 年同友会『教育問題についての意見』、1980 年関西同友会

『自主技術開発力強化への提言─創造への挑戦と国際性を求めて』等、一部の提言でも産学連携が

論じられていたが、それを要求の中心に据えるものではなかった。 

 

３．研究面の産学連携──1980 年代後半以降の変化 

 

⑴経団連による頻繁な提言 

 1980 年代後半以降は、それまで産学連携についてあまり言及してこなかった財界総本山の経団連

（と日本経団連）が、１～２年に１回程度のペースで提言の１項目として産学連携を取り上げ、頻

繁に産学連携の主張を行うようになった（末尾の年表を参照）。また近年、とくに「大学等における

技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」(略称｢大学技術移転促進法｣)が

制定された 1998 年５月以降は、経団連を中心に産学連携への提言・要求が一層活発化している。1998

年以降、産学連携に関する内容を含む提言の数は 47 件であるが、これは、戦後を通して出された産

学連携に関する内容を含む提言全体（88 件）の実に半数以上を占める。産学連携に関する大量の提

言が、このわずか７～８年の間に出されているのである。 
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⑵1990 年代後半以降の制度環境整備要求 

 1990 年代後半以降は、産学連携をめぐる急激な政策の変化も進んだ。その主なものとして、以下

のような科学技術関連の法律等が制定された。すなわち、1995 年 11 月制定の「科学技術基本法」、

それを受けて策定された 1996 年７月の「第１期科学技術基本計画」、1996 年～98 年に開かれた各種

調査研究協力者会議等 3)や、1998 年５月制定の「大学技術移転促進法」、2001 年３月の「第２期科

学技術基本計画」などである。これらの重要な法律等の制定に際して、1990 年代後半以降の経団連

は、末尾年表からも明らかなように、その都度、提言を発表して積極的に意見を述べている。それ

らの提言を含む、とくに 1998 年以降における、産学連携に関する提言のポイントは概ね次の通りで

ある。 

 

①産学官共同による｢プロジェクト｣構想の推進～｢情報化・高齢化・環境｣を中心に、｢発展が期待

されるが米国等に遅れている分野｣＝情報通信、バイオテクノロジー、｢国が先導して取り組む

べき分野｣＝環境、高度医療・福祉、エネルギー・原子力、航空宇宙・海洋、｢各産業を支える

分野｣＝新素材・新材料、新製造技術等への｢戦略的な産業技術政策の展開｣ 

②｢知的財産｣基盤の強化～技術移転機関(TLO)等の整備と機能強化。スタッフ機能の強化(ライセ

ンスアソシエイト・リエゾンオフィサー等「専門的ノウハウを蓄積したスタッフ」の設置強化

と充分な事前調整) 

③大学の規制緩和と研究インセンティブの付与～大学の規制緩和(兼業規制の早期緩和、人事会計

制度の弾力化等)、大学教員の特許等取得へのインセンティブ付与(特許業績の積極的評価等)、

研究開発資金の拡充、産業界からの研究助成金制度の創設 

④総合科学技術会議によるプロジェクトの効率的推進評価 

 

 経団連は、1999 年と 2000 年の総会決議項目においても、「産業の競争力」や「技術力」の強化の

ために「産官学」の「人的交流」や「緊密な連繋」が必要であると明確に謳っている。経団連のほ

か、日経連も 1995 年の『新時代に挑戦する大学教育と企業の対応』や 1997 年の『グローバル社会

に貢献する人事の育成』で、各１項目をさいて積極的に産学連携についての提言を行い、関西経済

同友会も 1997 年の『新たな産学のエンライトニング(相互啓発)ゾーン形成を目指し』で、産学連携

についての詳細な提言をおこなっている。 

  このように、1990 年代後半以降、産業界が活発に意見を発表し、政府や大学へ働きかけたことの

根本には、日本経済の未曾有の不況による閉塞状況を打破し、国際的な「産業競争力の強化」を進

めるという重要課題があったことが挙げられる。不況の長期化が明確となったこの時期、もはや個

別企業の自助努力だけでは賄いきれず、欧米諸国のように、わが国でも国を挙げての「産業技術政

策」の展開が必要であるという考えに産業界は到達していた。この「競争力強化」の流れの中に、

産学連携という形で大学も組み込まれていったのである。 

 

⑶2003 年以降の産学連携基盤としての人材育成要求 

経団連は、「科学技術創造立国」の実現や「少子高齢化社会においても、持続的な経済成長を遂げ

ていくため」に、2001 年 10 月の提言で「産学官連携強化のための当面の課題と推進策」を求めた

が、2003 年３月の日本経団連提言『産学官連携による産業技術人材の育成促進に向けて』では、そ

の後の「産学官連携推進のための各種制度整備」が「飛躍的に進展しつつあること」を評価してい
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る。それらの整備された各種制度とは、「総合科学技術会議、関係省庁を含めた活発な議論の結果、

非公務員型による国立大学の法人化、研究開発税制の抜本改革、競争的資金の拡充、国立大学教授

の兼業規制の緩和」などである。また、「内閣府、日本経団連、日本学術会議の主催による産学官連

携サミットや産学官連携推進会議」などを通じた、「各層における連携の気運」の盛り上がりなども

挙げ、全体として産学官連携の推進にむけた趨勢を好意的に受け止めている。 

 このように産学連携推進の環境整備がすすみ、連携推進に積極的に向かう趨勢にあるなかで、2003

年以降の日本経団連は、それらの整備された諸制度を、「より有効に活用し、創造された｢知｣を、世

界に先がけて産業化させ」、科学技術創造立国の実現という「わが国発展の源泉」となるのは、「人

＝人材(財)」であるとしている。つまり、それまでの環境整備に一通り満足した上で、それら制度

の活用による「研究面での産学連携」の実際の推進について突き詰めて考えていった結果、その原

点としての「人材」育成の問題に行き着いたのである。そしてその充実のためには、「｢知｣の創造拠

点であり、かつ人材の育成主体」としての「大学(院を含む)」と、「事業家の主体」としての「産業

界」が連携し、「知を産業活性化へと脱皮させるために必要な技術系人材全体のレベルアップについ

て、戦略的に取り組」むことが重要であるとしている。また、それを「国」が「積極的に支援」す

ることも強く求めている。 

その際、重視される大学における「人材育成」とは、まず学部教育段階では、「基礎学力」・「語

学を含むコミュニケーション力表現力・国際的な対応能力・科学倫理などの基礎学力」にかかわる

教育や「理系内の他学科、文系の基礎科目との連携など学際間の講座充実」、「専門性のみならず、

広い範囲の知識、教養」の育成などである。大学院教育の段階では、とくに工学系において「産業

化に資する技術者育成を念頭においた、より実践的な教育体制」や、「産業の実態に即した学科の設

置」の強化が求められている。 

一方、日本経団連は、現在の研究分野のイノベーションが、従来のような「基礎研究から応用研

究、開発研究、事業化へという単線的」なものから、「分野横断的な研究開発や事業化ニーズの基礎・

応用研究へのフィードバックといった、複線的でスピード感ある」ものへと変化していることも指

摘している。大学は基礎研究、企業は応用・開発という従来の役割分担も「高度化、複雑化」して

いるとする。それに伴い、「研究テーマやカリキュラム、学部・学科などの運営体制などを各大学の

創意工夫に委ね、競争を通じて、全体として多様性を確保すること」も重視している。 

 このような、研究面での複線的でスピード感あるイノベーション・システムへの変化は、そのイ

ノベーションの実現のための原動力としての、優秀な「産業技術人材」の重視という流れの背景の

一つともなっていると考えられる。その他、この時期には 2000 年代に入って見られ始めた「知的財

産戦略」に関する要求や、「IT 国家戦略」「e-Japan 戦略」「高度な情報通信人材」などの特定分野に

かかわる提言も出されていた。 

 

４．人材育成面の産学交流 

 

 研究面ではない、人材育成面での産学交流は、経済団体の中でもとくに日経連が戦後の早い段階

から積極的に協力を表明し、「寄附講座」の開講などに実際に取り組んでいた。日経連の発足した年

である 1948 年度下期の日経連教育特別委員会では、すでに、大学に「経営事務講座」を設置する件

が主要審議事項として扱われ、大学院生や学部４年生が対象の「日経連寄附講座」として 1953 年４

月から早稲田大学商学部で開講された。こうした寄付講座は、1986 年からは(財)経済広報センター
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において「大学で企業のトップや専門家が講義をする寄付講座」として継続されている。2005 年度

の開講講座は、６大学７講座（早稲田大学、慶應義塾大学、東京工業大学、同志社大学、京都大学、

広島市立大学）4)であり、1986 年度の当初は早稲田大学国際学部における「企業社会学」のみだっ

たこと、1995 年度時点では４大学６講座だったことから考えると着実に拡大してきていることがわ

かる。 

 寄付講座以外の人的交流としては、企業人の教育機関への「講師の派遣」や「教授の現場見学出

張」などへの協力、「学生の工場実習等」における「協力関係」の一層の推進などがある。これらの

相互人的交流の推進については、日経連による前述の 1956 年提言や、同じく日経連による 1957 年

12 月の提言『科学技術教育振興に関する意見』等を初めとして、それ以降、経団連の 2000 年３月

の提言『グローバル化時代の人材育成について』ほか、現在に至るまで継続的に多数の経済団体の

提言に盛り込まれてきている。 

 また「学生が的確な職業選択を行うための一助」としての学生の｢インターンシップ｣も積極的に

主張されており、実際に取り組んでいる企業も増えている（前述の経団連 2000 年提言および日経連

1997 年提言、同友会の 1997 年３月、1999 年 12 月、2003 年４月の各アンケート 5)他）。たとえば、

同友会 1997 年３月のアンケートの人事担当者調査によると、1997 年１月当時にインターンシップ

を「導入している」企業は文系４％・理系 23％であったが、「導入していないが関心がある」とし

た企業は、文系 59％・理系 47％と高かった。一方、2003 年４月の経営者調査では、回答者の約９

割が大学生のインターンシップを受け入れるべきとしており、同人事担当者調査では、「導入してい

る」企業が文系で 25％、理系で 33％といずれも上記の前回調査から増加をみせている。 

 このほか、上記の同友会 1997 年３月アンケートの人事担当者調査では、企業が窓口となる「現役・

OB の大学・大学院等への講師派遣」を行っている企業は約４割(120 社）だった。行っていないが検

討したい企業と併せると、約半数弱の企業が講師派遣に積極的な姿勢を見せていた。これが 2003

年４月の経営者調査になると、「大学・大学院への寄付講座や講師派遣」は 90％が、「従業員が教養

を深めるために学ぶ機会を支援する」は 88％が、「企業が採用基準を明確化して公表する」は 70％

が協力に積極的となっていた。同時に行われた人事担当調査では、「大学・大学院への寄付講座や講

師派遣」に関して、すでに「実施している」43％「今後検討」29％をあわせると７割以上にもなっ

た。各社が学校教育への協力や人材育成に関して取り組んでいることについて、自由記述欄で約 40

の解答が寄せられており、その取り組みも多岐にわたっていた。 

 

５．おわりに 

 

 以上で見てきたとおり、産業界は、研究面の産学連携と人材育成・教育面での産学交流を一貫し

て要求し続け、その推進の必要性を主張し続けてきた。1960 年代末や 1970 年代の提言に、現在の

産学連携に関する政策変化につながる意見や、大学の学部教育段階における教育機能を重視する姿

勢を見ることもできた。 

 しかし、とくに研究面の産学連携においては、その要求の頻度および要求内容の特徴が 1980 年代

半ばを境に大きく変化している。提言発表の頻度からみると、研究面の産学連携への要求は 1960

年代・70 年代にも一部で見られるが、1980 年代後半以降に増加し、90 年代後半以降はかつてない

ほど頻繁化し積極化している。つまり、産学連携に関する要求は明らかに強まっているといえるの

である。 
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 その一方でしかし、産業界による大学の教育・人材育成機能に関する要求も頻繁化し、強まって

いることが指摘できる。冒頭でも述べたとおり、産学連携に関する要求を含む提言は、教育･人材育

成に関する内容を含む提言の半数にも満たない。また、本稿で 2003 年以降の動向として指摘したよ

うに、研究面での産学連携の推進を現実的に突き詰めて追求していくと、結局は人材育成の問題に

回帰することにも産業界は気づきつつある。加えて、産学交流に関する提言要求で、人材交流・人

材育成支援に関する産業界からの協力施策を積極的に提示していることからも、産業界が教育・人

材育成面へ強い関心や問題意識を保持していることが指摘できよう。つまり産業界は、近年、とく

にこの 10 年の間、大学に対して研究面の産学連携も積極的に求めているが、それと同様あるいはそ

れ以上に、教育・人材育成面の充実をも求めていることがうかがえるのである。 

  また、要求内容の特徴をみると、1990 年代後半以降の経団連を中心とする研究面での産学連携の

要求は、具体的な連携事例にかかわる問題解決に関するものというより、そもそも産学連携を実現

し、連携を推進するための基本となる環境整備に関する要求が中心であった。つまり、各種の科学

技術関連の法整備にかかわる要求や、産学連携システムに関わる要求等が多く見られたのである。

しかしその要求も、法整備の着実な進行とともにこの数年は一段落して、「知的財産戦略」にかかわ

る体制整備に係わるものがいくつか見られるのみとなり、その代わりに産学連携を実際に推進する

動力としての人材を重視し、その育成を大学に対しても強く求めはじめている。 

 科学技術創造立国が標榜され、知識基盤社会への転換が進行する中で、産学連携に対するニーズ

は高まり、その実現のための要求は強く・頻繁に出されているが、そのなかで研究面での産学連携

や大学の教育における専門性のみが強調されるのではなく、むしろ研究面での産学連携の実現を強

く求めたことによって、大学の本来機能であるとされる研究・教育・社会貢献という３側面すべて

がバランス良く求められる結果を生み出していることが指摘できるのである。 

 

 

注 

１）教育・人材育成に関する提言に関する分析は、以下の拙稿を参考のこと。「産業界の求める教養・教養教育」『新

しい教養教育をめざして─大学教育学会 25 年の歩み─未来への提言』第Ⅱ部第３章－１､東信堂､2004 年､

364-368 頁／「戦後日本産業界の「能力観」と「人材養成」要求─経済団体の高等教育改革提言の歴史的分析─」

『大学教育学会誌』23 巻２号、大学教育学会、2001 年、121-128 頁／「戦後日本産業界の高等教育改革意見の

変遷に関する分析─「創造的人材」の重視と「教養教育」─」『大学教育学会誌』22 巻２号、大学教育学会、2000

年、162-168 頁／および『戦後日本産業界の高等教育改革要望に関する史的研究～経済団体教育提言の分析』2005

年度博士学位論文(桜美林大学大学院)等。 

２）「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」に基づいて全国各地に

TLO(Technology Licensing Organization)が設置され、産学の連携が推進されている。 

３）産学の連携・協力の在り方に関する調査研究協力者会議が 1996 年から開かれ、同会議答申『新しい産学協働の

構築を目指して─産学の連携・協力の在り方に関する調査研究協力者会議まとめ─』文部省、1997 年、および

産学の連携・協力の推進に関する調査研究協力者会議答申『特許等に係る新しい技術移転システムの構築を目指

して─産学の連携・協力の推進に関する調査研究協力者会議まとめ─概要─』文部省、1998 年などが出された。 

４）(財）経済広報センターHP（http://www.kkc.or.jp/company/index.html)、2005 年８月 27 日の掲載事項より。 

５）同友会 1997 年３月のアンケート(a)はそれと同時に出された提言作成にあたって実施されたアンケートであり､

同友会会員宛、会員所属企業宛、会員所属企業の社員宛、それぞれに行われた調査であり、1999 年 12 月のもの
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(b)は、(a)実施後約３年の変化を企業の採用行動を中心として見るために実施された調査であり、そのため(a)

とは重複した項目も多かった。2003 年４月のアンケート(c)は、やはり同時期に出された提言作成のために、同

友会会員である経営者と同友会会員企業の人事担当者宛にそれぞれ行ったアンケートとなっている。 
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青年の「移行期問題」と大学教育の課題 
─産学連携教育の可能性の視点から─ 

Prolonged Transition from Adolescence to Adulthood and the Role 

of Higher Education 

 
川島 啓二∗ 

KAWASHIMA Keiji 
 

はじめに 

 

近年、若者を取りまく社会的基盤構造が大きく変容し、従来の青年期とは長さや内実が全く異な

った「ポスト青年期」とでも呼ぶべき発達段階が生じてきていることが、社会学研究者を中心に指

摘されてきている。1990年代に流布した、若者に対する幾分情緒的な批判を含意した「パラサイト・

シングル論」に代表されるところの「いつまでたっても自立できない若者」観とは異なって、現代

の若者は、戦後日本社会の基礎をなしてきた教育・家庭・雇用の調和的なトライアングルから、構

造的に排除される立場に置かれていると考えるのである。この仮説に説得力があるとすれば、「健全」

な勤労観・職業観の育成を政策形成の基本的な考え方としてきた、従来の（高等）教育政策のスタ

ンスにも修正を迫るものとなろう。若者（高等教育政策に置いては学生）に欠落している、能力や

態度、それを支える意識を、政策的な手だてや教育機関へなにがしかの教育方法を推奨するといっ

た手段を用い、彼らに身につけさせることによって、課題の解決を図ろうとする手法だけでは不十

分になってくると考えられるからである。 

 小論の課題は、従来の高等教育政策に通底してきた若者観、そしてそこから導出された職業や勤

労に関わる教育観の特徴を探り、さらに、近年広まってきている「ポスト青年期」研究の視点から、

日本の高等教育政策における、若者観・青年観の課題性を明らかにすることによって、最近の大学

教育におけるインターンシップなど産学連携教育の新しい試みの可能性を展望することである。 

 「ポスト青年期」研究の成果が教えるように、長期化・複雑化したライフコースを従来のような

安定的な制度枠組みの支えなしに、「社会的排除」の縁に絶えず立たされながら、選択的に歩んでい

かなければならないのが、現代の若者（学生）の姿であるとするならば、彼らが自立的にその選択

的歩みを達成していくことを支援することが、新しい時代の青年期教育の課題ということになろう。

それは、未熟から成熟へといった単線的な成長のコースとそのために必要な知識・技能や意識の涵

養といった、処方箋的なプログラム・パッケージの提供を基調とする方向性とはかなり趣を異にす

るものとなろう。今日の高等教育政策や大学改革の方向性は、その課題と整合性をもって進められ

ているのであろうか。以下、検討を行っていきたい。 

 

１．高等教育政策における「社会化」への関心 

 

 若者（学生）をどのようにして職業社会に統合・包摂していくのか。このテーマは、初等中等教

                             
∗ 高等教育研究部 総括研究官 

【特 集】         国立教育政策研究所紀要 第 135 集 
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育、高等教育を通しての課題であり続けた。特に、高度成長期以降の豊かな社会において育ってき

た世代については、豊かさの享受と希薄な現実感とが生活のベースとなり、未熟で分別に乏しい若

者像が形成された。政策文書に見る若者の捉え方を振り返ってみると、未熟な若者の姿を特に問題

として取り上げた特筆すべき答申文に、「初等中等教育と高等教育の接続の改善について」（答申）

（平成11年12月16日 中央教育審議会）があり、そこでは、高等教育のあり方について記述されたく

だりとしては、かつてないほどの危機的な認識が示されている。 

 

さらに社会の急速な変化が進む中、これからの社会はより複雑化し社会の様々な要素の関連が強くなってお

り、幅広い視野から物事をとらえることができなければ的確な判断はできなくなってきている。近年、社会生

活を送る上で必要な基本的な知識が十分に身に付いていなかったり、社会の一員として求められる倫理観が希

薄であったり、あるいは人間関係をうまく作れないなどの学生の問題が指摘されている。このため、高等教育

においては教養教育を重視することによって、学生に幅広く深い教養や高い倫理観を醸成するとともに、学生

生活全般を通じて豊かな人間性を身に付けさせることが必要である。 

 

「社会生活を送る上で必要な基本的な知識」や「社会の一員として求められる倫理観」を身に付

けさせ、「人間関係をうまく作」っていくためにどのような手だてを施せば良いのか。社会性を付与

するためには、当の実社会の資源を教育の場に部分的に導入することで、若者（学生）の社会化を

図ろうとする方策が推奨されることとなっていく。いわゆるインターンシップである。 

当初、高等教育政策において、インターンシップは学生の社会化を促進する方策としてよりは、

どちらといえば、産業界や地域社会との連携の文脈で注目されていた。平成10年10月26日に大学審

議会が出した、高等教育に関する包括的な答申としての「21世紀の大学像と今後の改革方策につい

て―競争的環境の中で個性が輝く大学― 」（答申）においては、「（３）地域社会や産業界との連携・

交流の推進 」の箇所で、以下のように述べている。 

 

大学は，今後，その知的資源等をもって積極的に社会発展に資する開かれた教育機関となることが一層重要

となる。 

各大学が地域社会や産業界の要請等に積極的に対応し，それらの機関との連携・交流を通じて社会貢献の機

能を果たしていくため，リフレッシュ教育の実施，国立試験研究機関や民間等の研究所等との連携大学院方式

の実施，共同研究の実施，受託研究や寄附講座の受入れなど産学連携の推進を図っていく必要がある。 

企業と大学が共同した教育プログラムの開発や，本校以外の教育研究の場の設定などを通じて，社会人が企

業と大学を往復して学習するための環境の整備を図っていくことが必要である。その際，テレビ会議システム

等により大学の授業を社会人が企業の会議室等で受講できるようにするなど，発展の著しい情報通信技術を効

果的に利用する試みも大学の授業の将来的可能性を広げるものとして積極的に推進する必要がある。 

また，インターンシップ制度の積極的な導入や，学生のボランティア活動等地域社会に貢献する活動の促進

に積極的に取り組むことも重要である。 

  

 つまり、地域社会や産業界の要請に応え、社会発展に資するために大学は機能すべきであって、

そのために、共同研究や社会人教育など、連携・協力をすすめていくべきであるというのである。

インターンシップは最後の部分で補足的に触れられているにすぎない。 

ところが、平成12年11月22日の大学審議会答申「グローバル化時代に求められる高等教育の在り

方について」においては、多様な価値観、現実的な職業観という文脈で、インターンシップが再定

位されることになる。 
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 同答申は、その 「３）教育方法，履修指導の充実」のくだりで、「学習指導・履修指導体制の充

実」のあり方の一つとして「実体験の重視や職業観の涵養」として、以下のように述べている。 

 

多様な文化や価値観を受容し，その中で自らの考え方を主張し，行動できる心豊かな人材を育てるためには，

知識の修得だけでなく，多様な文化に触れたり，多様な価値観を持つ人々と交流を行ったりするなどの実体験

を持つことが必要である。  

そのためには，各大学において，ボランティア活動等の社会貢献活動を授業に位置付けるなどの取組を進め

るとともに，国内外でのフィールドワーク等の機会を充実することが必要である。理工系学部においては，も

のづくり教育の重要性にかんがみ，実験・実習等に力点を置いた実践的な教育を充実する必要がある。 

また，学生が将来への目的意識を明確に持てるよう，職業観を涵養（かんよう）し，職業に関する知識・技

能を身に付けさせ，自己の個性を理解した上で主体的に進路を選択できる能力・態度を育成する教育（キャリ

ア教育）を，大学の教育課程全体の中に位置付けて実施していく必要がある。また，現実的な職業観を涵養（か

んよう）するためのインターンシップについては，ある程度長期間にわたって実施する取組が必要である。 

 

 ここで強調されているのは、フィールドワークやボランティアなど現実的な実体験に基づく実践

的な教育の慫慂である。注目すべきは、インターンシップが「現実的な職業観を涵養」するに効果

的な教育方法として、つまり、キャリア教育のコロラリーとして位置づけられていることにある。

このスタンスは、1997年の、文部省、労働省、通商産業省（いずれも当時）のいわゆる「三省合意」

以来、インターンシップをあくまでも教育の一環として捉える、文部科学省の基本的な政策姿勢と

して捉えることができる。 

 さらに、現実的な体験に対する期待感は、それを「大学における教養教育」の一環にまで拡延さ

せ、教育的ふくらみをさらに伸長させていく。 

大学審議会の解散後に、高等教育政策の審議機関としては、中央教育審議会（大学分科会）が、

再度、その中心的な役割を果たすことになるが、同審議会は「新しい時代における教養教育の在り

方について」（答申）（平成14年2月21日）において、「大学における教養教育の課題」として、以下

のような見解を述べることとなった。 

 

各大学においては，「大学教育には教養教育の抜本的充実が不可避であり，質の高い教育を提供できない大

学は将来的に淘汰されざるを得ない」という覚悟で，教養教育の再構築に取り組む必要がある。  

さらに，教養教育は，大学のカリキュラムの中だけで完結するものではない。この世代の青年が，部活動や

サークル活動などを通じて協調性や指導力などの資質を磨くこと，各種のメディアや情報を正しく用いて現実

を理解する力を身に付けること，国内外でのボランティア活動，インターンシップなどの職業体験，更には，

留学や長期旅行などを通じて，自己と社会とのかかわりについて考えを深めることも教養を培う上で重要であ

る。ヨーロッパの多くの国では，大学に入学する前に，社会での活動を行うことが積極的に受け止められてお

り，大学入学者の平均年齢は我が国よりも２，３歳高い。我が国においても，大学を休学して長期間のボラン

ティア活動に取り組んだり，職業経験を積んだ後に再度大学に入り直したりといった「寄り道」をすることの

意義を社会全体で認識し，評価する必要がある。 

 

 ここでは、職業観の涵養やキャリア意識の開発といった限定的な目標ではなく、「自己と社会との

かかわりについて考えを深める」といった全人的な教育の達成という文脈で体験的な活動が位置づ

けられていることに留意しておこう。体験的な活動が、若者（学生）の人格的な成長を促すという

理解は、一見わかりやすい。だが、問題とされるべきは、そのような若者（学生）が、どのような

時代的文脈の中に置かれ、どのような教育や支援を必要としているのかということである。その理
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解がない限り、支援的政策と受けとめ側との齟齬は埋まらず、若者（学生）を社会の一員として、

取り込んでいくことには、今後ともなにがしかの綻びを伴うといったリスクを抱え続けることにな

るかもしれない。 

 

２．「移行期問題」の自覚と焦点化 

 

 宮本みち子(2002, 2005)によれば、日本の若者は、近年、大人への移行のプロセスが長期化して、

ライフコース上に新しいステージが出現しており、従来の戦後型青年期と区別して、それば「ポス

ト青年期」と称されるべきものという。そして、移行の型は、社会制度と社会経済構造および文化・

慣習によって規定されており、「ポスト青年期」の登場は、工業化と福祉国家の中で構築された「成

人期への移行」の型が大きく変化したことによるという。 

 「戦後型青年期」は、高等教育への高い進学率、完全雇用と終身雇用制、新規学卒採用の一般化

に支えられた学校から雇用へのスムースな移行、進学・就職や結婚等に関わる適齢期規範の共有を

その社会的条件としていたが、ポスト工業化社会に移行するとその条件は大きく変容することにな

った。 

 日本においては、1990年代の就職難がその変容を象徴する決定的な現象ではあったが、実は社会

構造上の問題として、地下水流の変化は既に生じていた。晩婚化の進行による適齢期規範の崩壊、

実社会から分離した学校教育の膨張が生み出した労働市場のニーズとの乖離などがあげられるが、

知識基盤社会の進行による教育的付加価値への需要がもたらした就学機会・就学期間の拡大・延長

という現象も加えられて良いだろう。この結果、工業化時代に若者を安定的に守ってきた、成人期

への一本の順序だった移行ルートが崩壊し、移行期が長くなるだけでなく、着実に目的に近づいて

いく「直線的移行」から、個人ごとにそのプロセスが異なった、複雑な移行へと変化したとされる。

移行パターンの個人化・多様化・流動化が始まったとされる所以である。 

 さらに、日本に特有な条件として、家族による若者（学生）に対する過大な庇護があげられると

いう。日本の家庭による高等教育費負担の高さは夙に知られているが、若者世代と親世代の経済力

の大きな格差も相俟って、日本においては、親世代との同居率や親からの経済支援を受ける割合が

高く、西欧のように「移行期の危機」が顕在化し、社会的な課題として認識されるのが、10年は遅

れたとされるのである。 

 現代の若者が、親世代が享受してきたような、永続性、予知可能性、安全性に支えられたライフ

コースを歩むことを許されず、より個人化したリスクの多い「選択的人生」を歩むことを強いられ

ているとするならば、彼らは、絶えず自分の行為の可能性に主体的に関与し、リスクに対処するよ

うに求められる。自己選択・自己責任がルールとなるのである。（宮本：2002） 

 ということになれば、日本における移行期政策の最大の課題は、このような社会的条件下におか

れた若者が、自立的に選択し、試行錯誤の上でさらに再選択を行っていくこと、そのような選択に

責任をもつ主体的・自立的な個人に成長することを支援するものでなければならない。加えて、移

行のプロセスがジグザグ化し、教育と雇用とが混在することもあることから、また、日本特有の家

族構造によって隠蔽されている若者をとりまく社会構造問題の解決を図る視点からも、移行期政策

は、教育、雇用、社会政策が一体的なものとなった、包括的かつ総合的なものである必要がある。 

 若者（学生）の社会化に関わる高等教育政策が、そのような点を踏まえたものになっているかど

うか、吟味される必要がある。 
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３．産業界が求める資質と「社会化」のあり方 

 

 先に見たように、若者（学生）の社会化に関わる高等教育政策については、体験型学習やインタ

ーンシップに期待するところが大きい。では、当の産業界は、若者の資質・能力や大学教育のあり

方にどのような認識を持っているのだろうか。国立教育政策研究所が平成16年に実施した「地域に

おける経済団体等の人材育成事業及び大学等との連携に関する調査（以下、経済団体調査）」の結果

から、分析・検討してみよう。 

 この調査は、全国の地域経済団体等（経営者協会、経済団体連合会、経済同友会、商工会議所、

商工会連合会、青年会議所等1,323団体）に対し、インターンシップ事業とその他の学校支援事業に

ついての活動実態と認識、大卒人材に求められる能力・資質とその養成段階についての認識、大学

教育への要望等について、郵送による質問紙で回答を求めたものである。調査時期は平成16年10月。

回収率は28.5％であった。 

 質問紙の中で、産業界が学生に求める能力にほぼ該当するものとして、「今日の大卒社員にとって、

以下に挙げる能力はどの程度重要か」と問う質問がある。各能力項目の重要度について５段階で回

答を求めたが、「極めて重要である」と「かなり重要である」を合わせた重要度についての肯定回答

で、各能力項目の高低を見てみると、「職業への意欲・勤労観」が、「極めて重要である」69.3％、

「かなり重要である」23.8％：計93.1％ときわめて高い評価を得ているのを筆頭に、「一般的な社会

常識・礼儀・マナー」92.3％「話し言葉によるコミュニケーション能力」93.4％「創造性」92.5％

「問題解決能力」91.1％「チームの中で仕事をする能力」91.4％など、どちらかといえば、一般的・

基本的な能力について９割を越える高い支持が出ている。それに比して、「外国語の能力」54.5％「専

門的な知識・技術」67.3％「リーダーシップを発揮できる力量」76.7％「コンピュータを使いこな

す技能」80.5％などの、特殊的・専門的な知識・技能に関わる項目の多くは、相対的に見る限り、

９割を越える高い支持をえている能力項目とは差が判然としている。（図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.8%

69.3%

48.9%

62.7%

43.6%

46.5%

34.8%

26.0%

42.4%

22.4%

12.0%

38.6%

23.8%

43.6%

29.6%

47.8%

44.6%

45.7%

50.7%

31.9%

44.9%

42.5%

6.3%

6.9%

7.2%

7.5%

8.6%

8.3%

18.9%

21.6%

25.5%

30.7%

41.6%

0.3%

0.3%

0.6%

0.6%

0.3%

0.3%

1.9%

3.6%

0.3%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

話しことばによるコミュニケーション能力

(N=363)

職業への意欲・勤労観　(N=362)

創造性　(N=360)

一般的な社会常識・礼儀・マナー

(N=362)

チームの中で仕事を遂行する能力

(N=362)

問題解決の能力　(N=361)

コンピュータを使いこなす技能

(N=359)

リーダーシップを発揮できる力量

(N=361)

基礎的な学力　(N=361)

専門的な知識・技術　(N=361)

外国語の能力　(N=358)

極めて重要である 全く重要でない

図１ 大卒社員にとっての能力の重要性 
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 次に、これらの能力を実際に大卒者が、どの程度身につけているかを尋ねた問いの集計が図２で

ある。一見して明らかなように「コンピュータを使いこなす技能」64.7％への肯定評価が高く、「専

門的な知識・技術」24.0％「基礎的な学力」29.5％もそう悪くはない値を示している。それに対し

て、「一般的な社会常識・礼儀・マナー」5.9％「話し言葉によるコミュニケーション能力」9.5％な

どの項目には、極めて厳しい評価が与えられている。先の「大卒社員にとって重要な能力」の結果

と合わせて考えてみると、「一般的な社会常識・礼儀・マナー」「話し言葉によるコミュニケーショ

ン能力」のような一般的・基本的な能力の重要性が認識されながら、それらの能力を現実の大卒社

員は身に付けていない、という極めてクリティカルな状況をここで確認しておく必要がある。 
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十分にもっている まったく不十分である

 

図２ 大卒者が能力を身につけている程度 

 

 さらに、「大学・短大においては今後どのような教育をしていくべきだと思いますか」という問い

に対する回答の集計が図３である。経済団体は、大学・短大での教育に対して、どのような期待を

持っているのか。先に、地域経済団体等が考える「大卒社員にとって重要な能力・資質」、そして「今

の大卒社員が持っている能力・資質」について検討したが、それでは、そのような資質・能力が大

学教育のどのような内容・方法によって形成されるべきなのか。文中及び下図の数値は、５段階回

答の内、肯定の上位２段階（５と４）を選択した団体の割合である。 

 調査対象全体の回答からは、「実社会を意識した専門教育を充実すべきだ」86.8％「就業体験型の

学習を充実すべきだ」73.6％「企業出身などの教員をもっと増やすべきである」81.3％「学外学習

のための産学連携・協力を充実すべきだ」81.2％「適切な技術・スキルの修得を充実すべきだ」72.5％

など、実学・実体験を志向した教育への期待が高く、「学術的な専門教育を充実すべきだ」55.1％「教

養教育を充実すべきだ」49.4％「理論的な学習を充実すべきだ」45.6％「高い学識ある教員をより

有効に活用すべきだ」56.5％などのアカデミック志向の教育への期待は高くない。 
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図３ 大学・短大において今後行うべき教育 

 

 「大卒社員にとって重要な能力」「大卒社員が身に付けている能力」における一般的・基本的能力

についての危機感と、大学教育については実学・実体験志向の教育の充実を要望することの意味が、

今少し分析的に、かつ現代の社会的文脈への考察を踏まえて吟味される必要があろう。「社会的現実

から隔絶された学校教育」において欠落している要素を体験型学習が補うという認識だけでは、構

造的に成熟への契機から排除されている現代の若者の負荷を、社会的課題として焦点化できないか

らである。 

 

結 

 

 総じて言えば、産業界の認識としては、学生は「一般的な社会常識・礼儀・マナー」や「話し言

葉によるコミュニケーション能力」さえ覚束ない未熟そのものの存在であり、彼らを成熟に導くべ

き大学教育については、アカデミック志向の教育よりは実学・実体験志向の教育の充実を求めてい

る。インターンシップに代表されるような、体験を伴う学習への期待が高いところの所以である。

しかしながら、インターンシップにおいて期待されるところの「成熟」や「社会化」は、従来型の

大人への直線コースを想定したものである。しかるに、近年の「ポスト青年期」研究の成果が教え

るところによれば、従来の安定的な直線コースが現代の若者に保証されないことが、若者の成長を

さらに足踏みさせてしまうという「負のスパイラル構造」が成立している。その意味で、インター

ンシップに代表されるような体験型学習は、「戦後青年期」から「ポスト青年期」への端境期におけ

る妙薬として注目されてはいるが、実学・実体験志向の教育が、どこまで成熟への「近道」になる

のか、肯定的な評価の声は高いものの、教育プログラムとその効果との間の関係を明示的に統御で
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きる仕組みを持ち合わせるところまでには至っていない。 

 「ポスト青年期」の隘路は、学校－社会の二項並立の中での成熟の獲得だけではブレークスルー

できない、複雑さと困難さをもって立ちはだかってきている。大学教育の枠組みの中で、選択的人

生に耐える自立的個人を支える一般的能力をどのように獲得させていくのか、具体的な方法論も視

野に入れた論議が求められているのではないだろうか。 
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コミュニティ・カレッジにおけるコーオプ（ＣＯ-ＯＰ）教育 

―アメリカ短期高等教育における産・学・社の協力― 

Cooperative Education in Community Colleges: Community, Industry and 
College Partnerships in American Short-cycle Higher Education 

井口 千鶴∗ 

IGUCHI Chizuru 

 

はじめに 

 

本稿では、青年のキャリア意識の醸成、産・学・社連携による人材育成の面で長い歴史をもつア

メリカの、コミュニティ・カレッジにおける「協同教育（Cooperative Education）」の概要を紹介

する。アメリカの協同教育では、教室外での就業体験が大学の教育課程の中に計画的に組み込まれ、

学生は教室内外のリソースを活用した課程を履修することによって、卒業時に学位と一定の就業体

験の両方を手に入れることができる。しかも、そこでの就業体験は単位として認定されるばかりで

なく報酬が支払われる場合が多いので、奨学金の要素も含んでいる。全体として就業体験は短期の

ものではないので、大学だけでなく、学生を受け入れる産業界や社会の深い理解と協力が不可欠で

あり、そこに Cooperative（協力的な、協調的な、協同の） Education（教育）と呼ばれる所以が

ある。 

Cooperative Education の日本での呼称は、現在のところ、「コーオプ教育」、「コープ教育」、「CO-OP

（教育）」、「連携教育」、「協同教育」等、論者によって様々であるが、本稿では基本的に、先述した

Cooperative Education の所以を考慮し、「産業界・大学・社会が協同して進める就業・学習往来型

の教育」の意味をこめて、「産・学・社協同教育」（その略称としての「協同教育」）、もしくは「コ

ーオプ教育」（主に「インターンシップ」と対比させる場合など）という呼称を用いることにする。 

アメリカでは「産・学・社協同教育」はハイ・スクール、４年制大学、大学院でも実施されてい

るが、本稿では、コミュニティ・カレッジにおける協同教育の概要把握に限定した。また、産学で

はなく産・学・社の協同教育と書いたのは、①アメリカでは伝統的にＮＰＯやローカル・コミュニ

ティの教育への関わりが無視できないという事実認識、②日本でも今後ＮＰＯやローカル・コミュ

ニティの教育への関わりがもっと期待されて然るべきであるという認識による。 

尚、本稿では、基本的にコミュニティ・カレッジ (Community College )という呼称を使用す

るが、その使用が時期的に不自然な場合、あるいは引用文献中の呼称に従う場合、ジュニア・

カレッジ（Junior College）という呼称を用いた箇所があることを、予めお断りしておく。 

 

１．コミュニティ・カレッジにおける産・学・社協同教育の歴史概観 

 

産・学・社協同教育（Cooperative Education）は、アメリカでは 20 世紀初め頃から一部の高等

教育機関で始まり現在にまで続く、１世紀ちかい歴史をもつ制度である。 

コミュニティ・カレッジに関しては、1922 年のリヴァーサイド・ジュニア・カレッジ（Riverside 

                             
∗ 東海大学非常勤 

【特 集】         国立教育政策研究所紀要 第 135 集 
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Junior College）をその嚆矢とする。コミュニティ・カレッジにおける産・学・社協同教育につい

て日本の先行著書では田中久子・森本武也『アメリカの短期大学』（1978）にわずかな紹介（23 頁）

が見られるが、同書では、コミュニティ・カレッジにおける産・学・社協同教育の始まりを 1949

年の Mohawk Valley Community College に求めている。しかし、コミュニティ・カレッジに関する

アメリカの先行研究から判断すると、田中・森本の記述は、必ずしも信頼に足るとはいえない。イ

ールズ（Eells, 1931)等によれば、1920 年代だけでもリヴァーサイド・ジュニア・カレッジ（1916

年創立。カリフォルニア州。現在の名称は Riverside Community College）だけでなく、マリーン・

ジュニア・カレッジ（Marin Junior College、1926 年創立。カリフォルニア州。現在の名称は College 

of Marin）等の名があがっている 1。 

イールズ 2によれば、リヴァーサイド・ジュニア・カレッジ（カリフォルニア州）では、1922 年

から協同教育を始めた。リヴァーサイドは大都市ではなく、人口僅か３万人程度の町であった。リ

ヴァーサイド・ジュニア・カレッジは、工学、看護、図書館業務、建築等の分野で、協同教育を進

めるために、南シエラ電力株式会社、リヴァーサイド・コミュニティ病院、リヴァーサイド公共図

書館、リヴァーサイド・ポートランド・セメント株式会社、エディソン電気株式会社等、南カリフ

ォルニアの主要企業や公共機関との間で協同教育関係を結んだ。協同教育プログラムに参加できる

学生は、性格、意欲、平均以上の学力、を基準として選ばれた。プログラム開始の 1922 年度の参加

学生は 12 人で、1930 年度にはそれが 51 人にまで増加したといわれる。（因みに、当時のリヴァー

サイド・ジュニア・カレッジの学生総数は、大体 400 人弱であったといわれる。）希望学生はハイ・

スクール時代の成績が平均以上であることの証明を提供することを義務付けられていたようである。 

参加学生はカレッジの監督下、年間を通して６週間ごとに学内と学外での実習を経験した。カレ

ッジのコーディネーターが学生の実習先や配属を決め、協力雇用者との協議によって、最初は初歩

的業務から始め、徐々に責任の伴う部署へと配属先を変えていき、学生ができるだけ幅広い経験が

積めるよう配慮し、最終的には、セミ・プロフェッショナルの域にまで達するようにプログラムが

組まれたという。 

この他、カリフォルニア州のマリーン・ジュニア・カレッジでは、1928 年から、サンフランシス

コの複数の銀行、蒸気船会社、鉄道などの協力を得て、国内の商業および海外貿易の分野で協同教

育プログラムを始めたといわれる。 

以上みてきたように、コミュニティ・カレッジにおける協同教育プログラムの起源は、コミュニ

ティ・カレッジがまだジュニア・カレッジと呼ばれていた 1920 年代にまで遡れるが、1960 年代以

降は連邦政府の財政的支援も受けるようになる。例えば、1968 年に修正された「職業教育法」では、

ハイ・スクール、職業教育機関、コミュニティ・カレッジの協同教育に対して、1970-1971 年度に

1400 万ドル、1971-1972 年度に 1850 万ドル、1972-1973 年度に 1950 万ドルを補助することが定め

られた。また、同じく 1968 年に修正された「高等教育法」では、コミュニティ・カレッジを含む高

等教育機関の協同教育に対して、1970-1971 年度に 150 万ドル、1971-1972 年度に 160 万ドル、

1972-1973 年度に 170 万ドルを補助することが定められた 3。かかる連邦政府の財政的支援は、支援

対象や条件の修正を伴いつつ、1980 年代も継続された。1990 年代になると、コミュニティ・カレッ

ジの協同教育プログラムを支援する連邦の法律が更に制定された。1990 年修正の「カール・Ｄ・パ

ーキンズ職業教育・応用技術教育法」（Carl D. Perkins Vocational Education and Applied 

Technology Education Act）、1994 年の「学校から就業への機会保障法」（School-to- Work 

Opportunities Act）4、1998 年の「労働力投資法」（WorkforceInvestment Act）などである 5。 
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1970 年代には、州レベルの協同教育協会も設置され始めた。その代表的なものとして、オハイオ

協同教育協会（OCEA：Ohio Cooperative Education Association）を挙げることができる。OCEA の

現在のメンバー校一覧（Member Colleges and Universities）を見ると、41 校のうち、９校がコミ

ュニティ・カレッジである。また、コネティカット協同教育協会（Connecticut Cooperative Education 

Association）のメンバー校一覧を見ると、15 校のうち、６校がコミュニティ・カレッジである 6。 

このように、コミュニティ・カレッジの協同教育プログラムは 80 年以上の歴史のなかで着実に成

長を遂げてきたといえるが、短期高等教育であるコミュニティ・カレッジにおいて、教室外での就

業体験はどのように正規の教育課程の中に組み込まれているのだろうか。次に、コミュニティ・カ

レッジにおける協同教育のスケジュール編成を検討する。 

 

２．コミュニティ・カレッジにおける産・学・社協同教育のスケジュール 

 

まず、産・学・社協同教育プログラムをスケジュールによって類別すると、オールタネーティン

グ型のプログラム（Alternating Program）とパラレル型のプログラム（Parallel Program）に大別

される。それぞれの意味するところと基本的スケジュール等をまとめると、以下のようである 7。 

 

①オールタネーティング（Alternating）型 

オールタネーティング型は、学内における教育と学外での就業（いずれもフル・タイム）を学期

単位で交互に行う学期交代制である。４年制大学の場合、４年間のプログラムと５年間のプログラ

ムが見られるが、コミュニティ・カレッジの場合、２年間のプログラムと３年間のプログラムが見

られる。表１は、４学期制のコミュニティ・カレッジにおける３年制のオールタネーティング型の

基本パターンを表したものである。表２は、４学期制のコミュニティ・カレッジにおける２年制の

オールタネーティング型の基本パターンで、第１学年の秋学期と冬学期は学習に専念する場合を示

している。いずれも、学生を２人ずつ組ませて、学期ごとに交代して学内における学習と学外での

就業を行なわせる場合である。 

 

表１．３年制、オールタネーティング型（学期単位の就業・学習交代制） 

年次 学生 秋学期 冬学期 春学期 夏学期 

第１学年 Ａ 学習 就業 学習 就業 

  Ｂ 就業 学習 就業 学習 

第２学年 Ａ 学習 就業 学習 就業 

  Ｂ 就業 学習 就業 学習 

第３学年 Ａ 学習 就業 学習 就業 

  Ｂ 就業 学習 就業 学習 

      

表２．２年制、オールタネーティング型（学期単位の就業・学習交代制） 

年次 学生 秋学期 冬学期 春学期 夏学期 

第１学年 Ａ 学習 学習 就業 学習 

  Ｂ 学習 学習 学習 就業 

第２学年 Ａ 就業 学習 就業 学習 

  Ｂ 学習 就業 学習 就業 
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②パラレル（Parallel）型 

パラレル型は、学期単位ではなく、１日単位で学内における教育（フル・タイム）と学外での就

業（パート・タイム）を交互に行うものである。日中は学内における教育をフル・タイムでこなし、

夕刻より学外での就業（パート・タイム）を雇用者との話し合いによって数時間行なうといったプ

ログラムの組み方が考えられる。表３は、４学期制のコミュニティ・カレッジにおける３年制のパ

ラレル型の基本パターンを表したものである。表４は、４学期制のコミュニティ・カレッジにおけ

る２年制のパラレル型の基本パターンで、第１学年の秋学期から春学期までは学習に専念する場合

を示している。いずれも、ひとりで就業と学習の両方を日々こなしていく場合である。 

 

表３．３年制、パラレル型（１日単位の就業・学習交代制） 

年次 学生 秋学期 冬学期 春学期 夏学期 

第１学年 Ａ 学習 学習 学習 学習 

   就業 就業 就業 就業 

第２学年 Ａ 学習 学習 学習 学習 

   就業 就業 就業 就業 

第３学年 Ａ 学習 学習   

   就業 就業   

      

表４．２年制、パラレル型（１日単位の就業・学習交代制） 

年次 学生 秋学期 冬学期 春学期 夏学期 

第１学年 Ａ 学習 学習 学習 学習 

      就業 

第２学年 Ａ 学習 学習 学習 学習 

   就業 就業 就業 就業 

 

以上、コミュニティ・カレッジにおける協同教育のスケジュール編成の基本パターンを類別して

みたが、どういうスケジュールを組むかは、アメリカの場合、個々のカレッジや学科により様々で

ある。その際関係する要因としては、①産・学・社協同教育に学校側がどれだけ熱意をもって取り

組んでいるか（例えば、履修要件として何時間くらいを協同教育に充てるかなど） ②職業教育分

野の協同教育か、一般教育分野の協同教育か ③カレッジの学年暦（academic calendar）がセメス

ター制か、３学期制か、４学期制か ④受け入れ企業や団体等の都合（企業によっては必要な就業

量の季節変動などが考えられる）などが挙げられる。例えば、前章で取り上げたリヴァーサイド・

コミュニティ・カレッジ（リヴァーサイド・ジュニア・カレッジの現在の呼称）の場合、４学期制

ではなくセメスター制のオールタネーティング型である 8。また、コミュニティ・カレッジのなか

には、パラレル型のみを採るカレッジやオールタネーティング型のみを採るカレッジだけでなく、

両方の型を併用するカレッジもある。 

次に、どういう企業や機関が学生たちの就業体験の受け皿になっているのか、また就業に対する

報酬はどの程度なのか、具体例をあげて紹介する。 
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３．コミュニティ・カレッジと協同関係にある機関 

 

～シンクレア・コミュニティ・カレッジ（Sinclair Community College）の場合～ 

シンクレア・コミュニティ・カレッジは、第１章の終わりで紹介したオハイオ協同教育協会に草

創期から参加しており、1954 年から現在まで半世紀以上の協同教育の歴史を誇り、その協同教育プ

ログラムは４学期制で、オールタネーティング型とパラレル型を併用する。大別すると、理工系の

プログラムとビジネスならびにリベラル・アーツ系のプログラムに分けられ、後者のディレクター

（Sheila Suell）は、オハイオ協同教育協会の２年制カレッジ部門の議長も務めている。 

2005 年 秋学期（Fall Quarter）の理工系協同教育プログラム 9は、以下のコースで提供されてい

る（http://www.sinclair.edu/academics/EGR/courses/cavailable/index.cfm 参照）。 

Architectural Technology (建築工学技術) 

Automotive Technology (自動車技術) 

Aviation Technology (航空技術) 

Civil Engineering Technology (土木技術) 

Industrial Design & Graphic Technology (産業デザイン・グラフィック技術) 

Electrical & Electronics Repair (電気・電子機器の修理技術) 

Electronics Engineering Technology (電子工学技術) 

Automation & Control Technology (オートメーション・制御技術) 

Environmental Technology (環境技術) 

Fire Science Technology (消防技術) 

Industrial Engineering Technology (産業工学技術) 

Tooling & Machining Technology (機械工作技術) 

Mechanical Engineering Technology (機械工学技術) 

Plastics & Composites (プラスティック・合成) 

Quality Engineering Technology (品質管理技術) 

Safety Engineering Technology (安全工学技術) 

参加資格として、GPA (Grade Point Average) が 2.0 以上でなければならないと規定されている

が、実際に参加した学生の成績を見ると、GPA 3.0 以上の成績優秀な学生も少なくない。協同教育

プログラムにおける就労に対する報酬は、雇用機関により多少の違いはあるが、有給である場合が

圧倒的に多い。大体時給 10 ドル前後が多く、最高で 15 ドル程度である。参加学生数は、2002 年秋

学期が 202 名、2003 年冬学期が 215 名、2003 年春学期が 190 名である。因みに、シンクレア・コミ

ュニティ・カレッジの学生総数は、約２万人（フル・タイムとパート・タイムの学生は大体半々）

である。受け入れ企業は、ホンダ（Honda of America）や GM などの自動車産業、パナソニックなど

の家電メーカー、およびアメリカの航空機産業が目に付く。 

2005 年 秋学期（Fall Quarter）のビジネスならびにリベラル・アーツ系のプログラムは、以下

のコースで提供されている。 

Accounting (会計学) 

Business Information Systems (ビジネス情報システム) 

Business Ownership (ビジネス所有論) 
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Computer Information Systems (コンピューター情報システム) 

Economics & Finance (経済・財政) 

Financial Management (財政運営) 

Hospitality Management (接客管理) 

Labor Studies (労働調査) 

Law (法律) 

Management (経営) 

Marketing (マーケティング) 

Paralegal (準法律職) 

Purchasing (消費) 

Real Estate (不動産) 

Travel & Tourism (旅行・観光) 

受け入れ機関は、圧倒的に地元企業や機関が多いようである 10が、ホームページ上では、フロリ

ダのディズニー・リゾート（Walt Disney World Resort in Florida）の名も挙がっている

（http://www.sinclair.edu/academics/egr/DisneyCollegeProgram/index.cfm 参照）。 

次に、コミュニティ・カレッジにおける産・学・社協同教育の意義と問題点を、参考文献に基づ

いて紹介する。 

 

４．コミュニティ・カレッジにおける産・学・社協同教育の意義と問題 

 

１）コミュニティ・カレッジにおける産・学・社協同教育の意義 

コミュニティ・カレッジの産・学・社協同教育によって期待される意義は、ヒアマン( Heermann, 

1975)によって関係主体別に、多数列挙されている。ヒアマンの著書はやや古いが、今日においても

コミュニティ・カレッジの産・学・社協同教育を扱った基本文献として引用されるものである。以

下、ヒアマンが挙げた各ポイントを要約して、全て列挙する。 

１．学生にとっての意義 11 

・実際の仕事の様子を知り、自己の職業適性を知ることで、キャリア選択の参考にできる。 

・就職、職場での昇進が早くなる可能性が増す。 

・責任を取る大切さを体得する。 

・教室での学習を学外の世界と結び付けて考えることで学習意欲が高まり、カレッジに在学し

続ける意味を見出しやすくなる。 

・職業生活に必要とされる知識や勤務態度を身につける機会になる。 

・個人的ニーズにマッチする職場を選ぶことで、教育効果が増大する。 

・組織のなかでの人間関係の重要性に気づくことができる。 

・就業の対価として得た収入を学費の足しにすることもできる。 

・文化的、経済的に恵まれない学生にとっては、孤立感を減らし、自己肯定感を高める機会に

もなりうる。 

・実務家と直接的に接する機会が得られる。 

・正規の教育が仕事の遂行にいかにつながるのか、理解できるようになる。 

・問題解決に必要な管理運営能力の機微を理解する助けになる。 
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・準学士取得という短期的目的のみならず生涯学習の観点からも、就業・学習を往復する意味

を理解できるようになる。 

・職場で様々な年齢層の大人と接することで、世代間ギャップを減らすことができる。 

・職場で求められる様々な社会的スキルを発達させることができる。 

・カレッジから実社会への接続を、より円滑にすることができる。 

 

２．カレッジにとっての意義 12 

・企業を含めたコミュニティとの関係を築き、交流を進める機会となる。 

・学生のドロップ・アウト率を下げる効果がある。 

・コミュニティ内の様々な施設やリソースを活用させてもらえる。 

・コミュニティのニーズに、より即応した教育プログラムの提供が可能になる。 

・学生が自分の選択を明確に述べるようになるので、進路相談が活性化する。 

・地域の成員がコミュニティ・カレッジの哲学、プログラム、サービス等を以前より理解して

くれる。 

・コミュニティ・カレッジの学生のスキルを雇用者に分かってもらえる。 

・学生のキャリア選択への主体的取り組みと、よりリアルな学習設計を促すことができる。 

・教職員が最新の動向に敏感になり、絶えざる研修を進める刺激となる。 

・カレッジの様々な施設やリソースを一層効率的に活用できるようになる。 

・迅速なフィードバックを通して、カリキュラムや教育方法等の改善に努めることができる。 

・産・学・社協同教育は学生だけでなく保護者を惹きつける力もあり、従来カレッジ入学に無

関心だった層の子弟（新しい学生顧客）を呼び寄せる可能性がある。 

 

３．雇用者にとっての意義 13 

・職業経験に加え、自社の従業員になる可能性をも秘めた若い人材を確保できるかもしれない。 

・実習生を注意深く篩いにかけることができる。（必要な戦力を時間をかけて見出せる）。 

・大企業では企業内訓練よりも経済的に人材育成できる。自社内の訓練プログラムをもたない

中小企業も人材育成に活用できる。 

・職業適性を知った上で就職するので、若者の離職率、転職率を減らすことが期待される。 

・学生がコース選択の際に、仕事と関連のある科目を選んでくれる。 

・産・学・社協同教育のパートナーとして、カレッジ・プログラムの方針検討の際に示唆や助

言を伝えることができる。 

・一時雇用や季節雇用であってもモチベーションの高い人材を確保できる。 

・コミュニティの若者の発達支援という意味で、地域社会への貢献にもなる。 

・実習生にも影響を与える人事問題が生じた場合、問題解決にむけて、カレッジの専門的なカ

ウンセリング・スタッフの助言を得ることができる。 

・正規の従業員がコミュニティ・カレッジの夜間コースなどで現職研修を受ける機会が提供さ

れる場合もある。 

・初歩的な業務を実習生が担うことで、熟練した従業員が初歩的業務から解放される。 
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４．コミュニティにとっての意義 14 

・カレッジ教育を受けた就業予備軍が育成される。 

・コミュニティとカレッジの相互理解が深まり、新しいパートナーシップが形成される。 

・学生の市民性や責任感が増大する。 

・学生が卒業前にコミュニティに同化する機会を提供することで、卒業後もコミュニティにと

どまる可能性が高まる。 

・コミュニティの様々な施設や職業機会を学生に認知してもらう好機となる。 

・中間管理、準専門職、技術職など、需要の高い領域における人材養成が行われる。 

 

２）コミュニティ・カレッジにおける産・学・社協同教育の問題 

問題点として指摘されるものを整理すると、以下のようである 15。 

①経済や雇用情勢の変動によって、産・学・社協同教育に受け入れ可能な学生数が影響をうける

ので、安定したプログラムの提供が難しいという問題。成人失業者が溢れる時期に学生を雇用

することの倫理的問題。 

 

②学生のニーズと雇用者のニーズのアンバランスにより生ずる問題。 

学生が特定の職種に希望をもっていても、その希望が満たされる保証はなく、実際には極めて

単調な仕事に配属され、意欲を失う場合もあることが複数の研究者によって指摘されている。

これは、日本のインターンシップにおいても指摘されうる問題である。 

 

③教育的有効性に関する疑問。 

ひとつは、雇用者の教育的配慮、教育マインドの乏しさに起因する問題。多様な経験を通した

学習ではなく、単一の狭い作業しかやらせてもらえないケースや、雇用者がキャンパスでの学

習を見下した態度をとるケースなど。いまひとつは、学生の側の問題。勤務態度の悪い学生や、

産・学・社協同教育の教育的意義を十分理解せず、経済的観点からしかプログラムを捉えよう

としない学生の存在。 

 

④管理運営上の問題。産・学・社協同教育プログラムのステークホルダー（利害関係者）間のコ

ミュニケーションに関する問題や熱意の温度差。 

ステークホルダー別にみると、大学教員には、いまだに産・学・社協同教育に抵抗感を持つ者

が少なくない。大学が専門学校に堕してしまうと警戒する人々である。雇用者には、勤務態度

の悪い学生や節操のない学生への不満がある。雇用者には大学教員は象牙の塔にひきこもりす

ぎだという偏見があるし、大学教員には企業人は利益の追求しか頭にないという偏見があり、

相互不信を生む。 

 

⑤単位認定の問題。 

就業実習にどの程度単位を認めうるのか？ 高等教育として、体験学習への単位認定の許容限

度はどの辺におくべきなのか？ 

 

 



コミュニティ・カレッジにおけるコーオプ（ＣＯ-ＯＰ）教育 

 53

おわりに 

 

以上、本稿では、コミュニティ・カレッジにおけるコーオプ教育プログラムについて、その歴史

の概要と、現状の一端に光をあてた。その結果、明らかになった点を概括して記すと以下のようで

ある。 

・コミュニティ・カレッジにおけるコーオプ教育プログラムは、1920 年代から一部の機関で始ま

り現在まで続く、80 年以上の歴史をもつ制度である。とはいえ、本格的に推進され始めたのは

1960 年代以降連邦政府の支援を受けるようになってからであり、最近では、1990 年代に制定さ

れた様々な連邦法によって更に後押しされている。 

・コミュニティ・カレッジにおけるコーオプ教育のスケジュール編成は、大別するとオールタネ

ーティング型とパラレル型に分けられるが、両者を併用する事例も見られる。卒業までの期間

は、概ね２年間から３年間であり、専攻科目や学生の希望等によって異なる。 

・受け入れ先は、概して、コミュニティ・カレッジと協同関係にある地元の企業やＮＰＯが中心

である。分野は、理工系だけでなく、人文系、社会科学系の学生の関心にも対応して紹介され

ている。 

日本の短期大学では、コーオプ教育よりも就業体験期間が短く無報酬を原則とするインターンシ

ップが、湘北短期大学、佐野国際情報短期大学、産能短期大学などにおいて若干見られる 16が、ま

だまだ希少な存在である。その背景のひとつとしては、学生の受け入れに積極的な産業界や地域社

会が日本ではまだ十分に育っていないという、受け入れ先不足の問題があると思われる。他方、ア

メリカでは、教育において経験との往復運動を重視するデューイ哲学の伝統が、幼稚園から大学院

に至るまで今なお生きており、長い年月をかけて培われた学校・カレッジと産業界、地域社会の間

の協同の仕組みが、協同教育プログラムの土台として存在することを指摘しておくべきだろう。 

また、短期高等教育の制度的特性の違いも無視できない。アメリカのコミュニティ・カレッジは、 

文字通りローカル・コミュニティによって支えられたカレッジとしての伝統を有するのに対して、

日本の短期大学は、歴史的にはアメリカの（コミュニティ）ジュニア・カレッジの影響があるにも

拘らず、ローカル・コミュニティとの関係性はアメリカほどには重視されてきたとは言えず、むし

ろ私立の女子短期高等教育機関というジェンダー面での特徴の方が、国際的に見れば顕著な機関で

ある。 

したがって、日本の短期大学でコーオプ教育プログラムが発展していくかどうかは、今後の短期

大学の制度的アイデンティティの行方や、受け入れ先となる産業界や地域社会の成熟など、いくつ

かの条件に左右されるものと思われる。 

最後に、本稿は、産・学・社協同教育に関する基本文献、カレッジ・カタログ、及びホームペー

ジの検索を通して、その概要を整理し紹介したにすぎない。検証不十分な面も残る。例えば、コミ

ュニティ・カレッジにおける産・学・社協同教育の意義は、ステートメント止まりのものもあり、

関係する最新データの収集と吟味が必要であろう。今後の課題としたい。 

 

注） 
1 Walter Crosby Eells, The junior college, Houghton Mifflin Company, 1931, p. 307 参照。 

2 1920 年代のコミュニティ・カレッジにおける協同教育プログラムの像を把握するために参照したのは、Walter 

Crosby Eells, ibid, pp. 305-308, p. 204 である。 
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3 U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Office of Education, Vocational Education: The Bridge 

between Man and his Work, 1968 ならびに Barry Heermann, Cooperative Education in Community Colleges, 

Jossey-Bass Publishers, 1975, pp. 7-8 参照。 

4 連邦政府の「学校から就業への機会保障法」（1994 年、クリントン大統領によって署名された School-to-Work 

Opportunities Act）制定に至るまでの社会的背景については、Lynn Olson, THE SCHOOL-To-WORK REVOLUTION,1997, 

pp. 11-15 参照。 

5 Arthur M. Cohen, Florence B. Brawer, The American Community College, 4th ed., Jossey-Bass Inc Pub, 2002, 

pp. 227-229 参照。 

6 OCEA のメンバー校一覧に関しては、http://www.ohioco-op.com/universities.html 参照。また、コネティカット

協同教育協会（Connecticut Cooperative Education Association）に関しては、 

http://www.ccsu.edu/career/ccea/cceamembers.htm 参照。 

オハイオ協同教育協会（OCEA）のメンバー校一覧（下線を付した機関がコミュニティ・カレッジ） 

Antioch College 

Ashland University 

Bowling Green State University 

Case Western Reserve University 

Cincinnati State Technical & Community College 

Clark State Community College 

Cleveland State University 

College Of Mount St. Joseph 

Cuyahoga Community College 

Defiance College 

DeVry Institute of Technology 

Edison Community College 

John Caroll University 

Kettering University 

Lake Erie College  

Lakeland Community College 

Lorain County Community College 

Marion Technical College 

Miami University - Hamilton 

Northern Central State College 

Northern Kentucky University 

Ohio Northern University 

Ohio State University 

Ohio State University - Lima 

Ohio University  

Ohio University - Lancaster  

Ohio University - College of Communications  

Sinclair Community College（シンクレア・コミュニティ・カレッジ） 

Stark State College Of Technology 

Terra Community College 

University Of Akron 

University Of Cincinnati 

University of Cincinnati - Coll. Of Applied Science 
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University Of Cincinnati - Raymond Walters College 

University Of Dayton 

University Of Findlay 

The University Of Toledo 

Ursuline College 

West Virginia Institute Of Technology 

Wilberforce University 

Wright State University 

7 Barry Heermann, op. cit., pp. 107-115, Polly Hutcheson, National Commission for Cooperative Education, 

Directory of College Cooperative Education Programs, Oryx Press, 1996, pp. vii-viii 参照。 

8 詳細は、同校のカレッジ・カタログ Riverside Community College 2003-2004, p. 4, pp. 47-48 参照。 

9 詳細は、Sinclair Community College (Engineering & Industrial Technologies Division), 2003 Annual Report 

on Cooperative Education 参照。 

10 Polly Hutcheson, National Commission for Cooperative Education, op. cit., p. 124 参照。 

11 Barry Heermann, op. cit., pp. 36-39 参照。 

12 Ibid, pp. 39-41 参照。 

13 Ibid, pp. 42-44 参照。 

14 Ibid, pp. 41-42 参照。 

15 Ibid, pp. 44-48 参照。 

16 湘北短期大学のインターンシップ・プログラムに関しては、文部省『インターンシップ・ガイドブック』平成 14

年５月、6-24～27 頁、佐野国際情報短期大学のインターンシップ・プログラムに関しては同書の 6-28～31 頁、産

能短期大学のインターンシップ・プログラムに関しては同書の 6-32～35 頁を、それぞれ参照。 
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日本における産学連携 
─その創始期に見る特徴─ 

University-Industry Cooperative Research in Japan: 

form Meiji Era to the Second World War 

鎌谷 親善∗ 
KAMATANI Chikayoshi 

 

はじめに 

 

 産学連携は、産業界と大学が連携して新しい技術を創出し、新規事業を成就することと一般的に

は理解されている。わが国が西欧の列強にならって近代国家の建設を企図するなかで、大学と産業

もまた西欧をモデルとした移植ないし模倣が試みられた。そうした両者のあいだに産学連携が醸成

されるためには、大学と産業界の双方が一定の条件を充足する状況に到達している必要があると思

慮される。このような社会的状況が日本に出現したのは第一次大戦期であった。本稿では大学自身

の成立過程をまず検討し、ついで大学が自らの領域を超えて近代国家の建設ないし近代産業の創出

に参画する、学・官あるいは学・産の連携の出現過程を歴史的に検討する。これらを通して、産学

連携の意味を探索していきたい。 

 本稿では、その対象を科学技術とくに工業技術に限定して考察を試みる。それに対応して考察の

対象とする人材養成機関も、国立大学の理工系学部とその前身となる諸組織を中心にとりあげる。

なお、名称や所管の変更はめまぐるしいので、俗称に従うことがある。本稿の対象となる大学と産

業界は、それぞれが異なる慣習ないし文化をもち、しかも歴史的伝統があることから、同じ事象を

異なる用語で表現したり、逆に同じ用語が異なる意味を含意することがある。このことを含めて、

２つの文化の相互理解が容易でないことから、筆者自身が充分な理解に至っていないところがある。

そのため、雑駁でかつ試論の域を出ないことを予めご諒承くださるようお願いしておきたい。 

 

１．創始期における大学と産業界──第一次大戦前の諸特徴 

 

１－１．帝国大学の成立 

 産学連携を考察するさい、前提となる大学の歴史的特徴をみておく必要があろう。ここでとりあ

げる大学とは、前述のように国立大学の理工系学部とその前身となる諸組織である。すなわち、文

部省の管理する開成学校－東京大学や、工部省の工学寮－工部大学校と、それらの後継校である帝

国大学－東京帝国大学であり、帝国大学（帝大）の傘下にある複数の分科大学－学部のうち、理科

大学－理学部と工科大学－工学部などである。 

 帝大というより、日本の近代大学の起源をどこまで遡及すればよいかは議論もあろうが、その名

称が明治新政府によって規定されるのは明治３年２月の大学（後の文部省）上申書「大学規則及中

小学規則」であった。大学は官吏養成の機関として教育体系の 高位に位置づけられ、その学科は

西欧の大学に倣って、神教学・修身学の２学課を包含する教科、それに法科、理科、医科、文科の
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５科を置いた。本稿に係わる理科の諸学課としては、格致学・星学・地質学・金石学・動物学・植

物学・化学・重学・数学・器械学・度量学・築造学を並列していた。包含している教科目から見る

限り、「理科」で構想していたのは自然科学と工学（技術）をあわせた今日の「理工学」にあたる

もので、西欧の大学における哲学部から派生した理学の概念とは異なる、極めて日本的に変容され

たものといえる。 

 教育行政の中央官庁として明治４年９月に発足した文部省は、翌５年に公布した「学制」で上記

の大学規則の考えを継承し、一段と明確にした。すなわち、３段階の学校系統の 高位におかれた

大学は高尚の諸学を教える専門科の学校とされ、理学・化学（のち文学に改訂）・法学・医学・数

理学（のち削除）の専門学科を教える総合制をとっていた。翌６年４月の学制二編追加では、西欧

の「長技」、つまり優れた技術を学ぶことが専門教育とされ、それは「其取ルヘキ学芸技術ハ法律

学・医学・星学・数学・物理学・化学・工学等ナリ」としていることから、自然科学と工学が重視

されていることを知るのである。このような西欧科学技術に対する国家としての位置づけは、前身

の幕末が設けた蕃書和解御用とそれを継承した施設における蘭学、ついで洋学の受容で見られた。 

 端緒となる文化８(1811)年に天文方に設けた蕃書和解御用の事業は『厚生新編』や『海上砲術全

書』の翻訳で代表されるように国益に直結しており、それを継承して文政３(1856)年に設けられた

蕃書調所は強まる外圧に対処して「海内万民之為メ有益之芸事御開」のための対象には砲術・築城・

造船・航海・練兵・器械・各国国勢・地理・物産等を掲げており、外国語には蘭学に加えて英学・

仏学・ドイツ学などを置き、専門諸学科として究理学・器械学・精錬術（のちに化学）・西洋画学・

物産学などを設け、文久３(1863)年に開成所と改めたとき、「庶物考究」は「書上之研究」ではな

く「実事実物ニ当リ、験察之工夫尤其専務」として、「有用之器械追々製造」を企図し、「百工之

技芸」を総括する機関であることを意図していた。 

 つまり、幕末期の学校教育が西欧列強に追随して国益に即した科学・技術を総合した実学を対象

としていたことから、学制における措置は特段に目新しいとは言えない。新たな政治体制である明

治政府によっても公認され、以降における大学の事業内容は、近代国家の構築のための一環として、

移植する近代工業の建設と整合性を図りつつ、具体化を通して、整備されていったといえる。 

 明治６年４月には、学制によって専門学校となる開成学校では学制の方針が具体化され、同年５

月の『文部省年報』は「外国教師ヲ以テ専門諸科ヲ修学セシムルモノ」で、「其工芸技術ヲ彼レニ

取リ以我専門諸学ヲ開成」することだとしてうえで、「法学理学等専門学術ハ英語ニ以テ修メンコ

ト」とした。すべてが直ちに英語となったわけではないが、語学の一本化による教育の効率化を図

り、学科構成は、現実のお雇い教師・設備に対応した法学・化学・工学の３学科を設置し、明治８

年７月に法学・化学・工学・物理学の４専門学科を設けた。理念と現実に対応して柔軟に修正を加

えるが、理工学を重視する姿勢は貫かれていた。 

 この方向は、さらなる折衷あるいは妥協を重ねながら進捗が図られた。明治 10 年４月、東京開成

学校と東京医学校を併せて東京大学とするときの学科編成について、同年９月の新学期を前に刊行

された『東京大学法理文三学科第六年報』には、「本部ノ学科タル、須ラク我国今日ノ文化ニ適セ

サル可カラサルヲ以テ、固ヨリ全然欧米ノ大学ニ擬ス可キニ非ス。……専ラ中庸ヲ取ルヲ主旨」と

あり、すなわち提出された諸意見を選択し、現状に即した折衷的な中庸論をとった。たとえば理学

部では、従前の化学課程はそのまま化学科とし、工学科は従来の課程を用いて 後の１年を土木・

機械に両分し、数学物理及星学科、生物学科、地質学及採鉱学科の３学科を新設して５学科とした。

これまた「愈々純正・応用ノ両学術ヲ更張シ以テ、益々学徒ノ望ニ応セントス」というように、学
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生の希望に応じて理学と工学の両面を拡充したとしている。 

 このときの、理学部の理念および設置する学科の専門内容を明らかにする文書は見いだせないが、

東京大学の末期、工部大学校と併合して帝国大学となる直前の明治 18 年 12 月 15 日に工芸学部を設

置するとき、文部卿大木喬任が太政大臣三条実美に充てた伺いから窺知できる。すなわち、理学部

の諸学科を分割して工芸学部を置く理由のなかで、理学部では「純正ノ学術」を教授しているばか

りか「実業応用ノ学芸ヲ講究」させていると述べていたことから、当時の理学部は「純正学術」と

「実業応用ノ学芸」をあわせて講究する学部、つまり今日の「理工学部」に近い概念で教育してい

たことがわかる。これは、明治３年の「大学規則」で示されていた事項の具体化にほかならない。 

 このことは、これより先の明治 10 年の『第六年報』の記事によって裏付けられるばかりか、その

後の学科の再編においても見られる。すなわち、５学科で発足したのち、明治 11 年の 初の改組で

は工学科のなかに土木・機械の２学科の専攻を置き、明治 13 年には地質学及採鉱学科が地質科と採

鉱冶金科に分離独立し、明治 14 年には数学物理学及星学科が３学科に分立、明治 17 年には海軍省

の要請で理学部附属造船科が新設され、明治 18 年の時点では化学・物理学・数学・星学・生物学・

工学・地質学・採鉱冶金学・造船の９学科になった。純正学術と実学応用の学科比率は東京大学発

足時から維持されているが、化学や地質学は、名目はともかく典型的な実学であって、実態は遙か

に実学重視であった。つまり、学制の精神である、西欧に倣う近代国家建設に有用な学府とする理

念に沿った「理学」であったことは云うまでもない。いいかえれば、総合大学として擁する学部を

法・文・理・医の各学部とすることは、モデルがイギリスであれドイツであれ、ともかくもヨーロ

ッパの大学に倣うことで関係者の同意があったとしても、制度的外形と実態の間に乖離が存在して

いたことに関する特段の疑義はなかったといえる。 

 本稿の主題のひとつである工芸学部を設置するさい、文部卿大木喬任はつづけて、その目的は急

務とする必要の諸実業を開進し、興利の基本を確立するために「一層能ク実業応用ノ学芸ヲ講明シ、

適当ノ実業学士ヲ養成」するためとしていた。そこで「元来純正応用ノ二学ハ其教授ノ主旨・方法

等自ラ相異ナル」ので、「実業応用ノ学芸ヲ拡充センニハ別ニ一学部」を設ける措置が緊要だとし

て、理学部のうちの実業応用に係わるものを分割し、さらに工芸学部を置いてさらに緊要なる学科

を加設して拡充し、「該学芸ヲ拡充シ以テ諸実業ノ開進ニ関シ、大ニ裨補」したいと述べている。 

 工部省所管の工学寮は明治 10 年に工部大学校となるが、その趣旨は明治４年４月の工学寮創設の

建言書に明示されていた。すなわち、工部省所轄の事業つまり官営諸事業は近代国家建設の基礎で

あり、人材養成が不可欠であることから、省内に学校を設けるべきだとしていた。発足時における

部局の配置では、工学寮は第一等寮の筆頭、つまり工部省中の第１位に位置づけられ、「工業ノ学

ニ関スル一切ノ事務ヲ掌管」するところで、「大小ノ学校ヲ設ケ、生徒ヲ教育シ工学ヲ開明」する

こととしていた。工学寮に関しては、明治６年７月布達の工学寮入学式並学課略則で、「大ニ工業

ヲ開明シ、以テ工部ニ従事スルノ士官ヲ教育スル処」と規定していた。翌７年２月の工学寮学課並

規則では、「工部ニ奉職スル士官ヲ教育スル学校」と工学寮を規定していた。明治 10 年１月の組織

改編では、新設された工作局に所管を変更して工部大学校と改称していたが、学校の規程はそのま

ま継承されていた。 

 工部大学校という名称の「工部」は「工部省」と読むべきであって、その基本は工部省のための

技師の養成機関であった。それと並行して、「私費生」は工部省に奉職する義務が免除され、官費

生であっても、奉職義務の７年間ののちに退職したり、費用を返納すれば奉職途中の退職でも免責

されることで、広く工業のための人材養成機関ともなっていたことは云うまでもない。工業のため
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の人材養成機関という役割が、東京大学工芸学部において一層明確に規定されていたことは既に見

た通りである。 

 その後、工部省が担った諸事業の挫折が明確となった。社会的・産業的な基盤部門である鉄道・

電信・灯台の３事業を官営とするほかは民間へ貸与・払い下げることとなり、工部省の役割の終息

ないし事業転換が迫られた。それに伴う工部省の再編過程では、工部大学校が一時は工作局に属す

るなどの改編があった。しかし、明治 18 年４月に所管をもとの工部省直轄に戻し、卒業後の就職先

であった工部省事業の縮減や、開成学校の卒業生である理学士との格差解消を意識してか、学課並

諸規則を変更して事業目的も「工部省ニ属シ工学士ヲ教育スル学校」と改めていた。 

 この間の明治９年 12 月に、参議兼内務卿大久保利通は、財政危機に対処する行政改革の提言「行

政改革建言書」において、これまで「皆彼ノ研窮シタル伎倆ヲ試ミ……欧亜ノ皮相ヲ移シ……所謂

出店ヲ張リ過キタ」ことから、財政整理・行政改革の一環として「内務省・工部省ヲ合併スルコト」

を挙げていた。明治 13 年５月に、参議兼大蔵卿大隈重信は工場払い下げに係わる「経済政策ノ変更

ニ就テ」のなかで、文部省が学制のいうように教育の一元的な所管省となるべきであるとして、「司

法省ニ法律学校ヲ有シ、工部省ニ工部学校ヲ有スル」ように各省が学校を経営するのは一時的なこ

とで、陸海軍の特殊な学校を除いて「挙テ文部ノ所轄ニ帰スヘキナリ」と主張していた。同 13 年

10 月に、大隈重信とともに参議兼内務卿伊藤博文が提出した「建議書」では、内務・大蔵・工部の

３省のうち、農商と工部を併せて農商務省を設置すべきことを主張していた。 

 この時期から、学校の再編が中央省庁の再編を含めて論じられはじめた。文部省は工部大学校・

司法学校を文部省に合併することには賛成したものの、実施に必要な財政負担を求めたことで、こ

のときには立ち消えとなった。明治 15～16 年に憲法制度調査の任を帯びて渡欧した伊藤博文は、帰

国後の明治 17 年３月に宮内卿となり、長官を兼務する制度取調局を設置した。そこにおける官庁再

編の検討のなかで、時期は明らかではないが、工部省の廃止とそれに伴う工部大学校の処置が決め

られたと思われる。 

 これまでの大学史では看過されていたのが、当該関係者である工部省首脳や関係者の主張である。

当時の参議兼工部卿佐々木高行（任期、明治 14～19 年）は、明治 16 年７月、太政大臣三条実美あ

てに「工部省の事務を釐正改良する意見書」を提出して、勧工行政機構を新設することで工部省の

存続を主張していた。元工部卿の伊藤博文は、制度取調局発足後の同 17 年９月の「工部省職務整理

之議」のなかで、「純然タル政治ニ関スル一省」、つまり現業官庁から政策官庁に替えることで工

部省の存続を主張し、その省のもとに工部大学校の存続を求めていた。即ち工部大学校は「方今開

明ノ各国尚且ツ其欠ク可カラザルヲ称ス。……此学タル普通ノ文学ト異ニシテ努メテ学事ト実業ト

相近接セシメ、常ニ之ヲ実用スルノ意想ヲ養成セザル可カラズ」として、「工部大学校ヲ以テシ、

以テ其規模ヲ完備ナラシムベシ」と主張していた。 

 具体的には「工部大学校或ハ云之ヲ教育ノ一部トシテ文部ニ属スベシト、現今ノ如キ大学三学部

現今ノ如キ工部大学校ナラシメバ或ハ然ラン。然レドモ分業配置ノ法ヲ精ニシ、其方向ノ相同ジキ

者ヲ一類トシ、之ヲ管理センニハ大学ノ管理スル者ト自ラ差別ナカル可カラズ」として「大学ハ則

チ学理ノ蘊奥ヲ極メ、其学理ノ用ヲ拡張シ、以テ社会ニ益スル者ナリ、其学理ノ成ヲ仰ギ、各業ノ

専門ニ就キテ之ヲ適用シ、兼ネテ実業ニ従事スルノ思想ヲ養成シ、直ニ取リテ国家ノ経済ヲ利スル

ニハ別ニ其学校ヲ設ケザル可カラズ。工部大学校其一ナリ。故ニ欧州各国此学アラザルナリ」とし

たうえで、「仏蘭西、独逸、墺太利ノ工芸学校（エコールポリテクニツク）ニ於ケルガ如ク、学術

ノ程度ヲ高尚ニシ、其実用地ニ密接セシメ学術ト実地ト共ニ進デ遂ニ本邦学術上独立ノ基礎ヲ建ツ
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ベク、以テ海陸軍拡張ノ盛意ニ副フコトヲ得ベシ」と。 

 注目するべきは、存続・拡充を求める工部大学校に対して、それとは差別化されるべき大学を「学

理ノ蘊奥ヲ極メ、其学理ノ用ヲ拡張シ、以テ社会ニ益スル者」と規定していることである。これは、

のちに公布される帝国大学令において用いられる概念を先取りしたもの、あるいは制度取調局にお

いて新設を予定した大学の概念を示したものとして指摘しておかなければならない。それと峻別さ

れるべきものとして、「其学理ノ成ヲ仰ギ、各業ノ専門ニ就キテ之ヲ適用シ、兼ネテ実業ニ従事ス

ルノ思想ヲ養成シ、直ニ取リテ国家ノ経済ヲ利スル」大学として工部大学校を特徴付け、それの存

続・拡充の必要を主張していたのである。 

 同年の翌 10 月、工部少輔渡辺洪基は、太政大臣三条実美宛の意見書において「工部省職務整理之

議」で述べているところを繰りかえした。工部大学校が工部省に置かれている意義を渡辺は力説し、

大学が「学理ノ蘊奥ヲ極メ其学理ノ用ヲ拡張シ以テ社会ニ益スル者」であるのに対して、工部大学

校は「其学理ノ成ヲ仰キ各業ノ専門ニ就キテ之ヲ適用シ兼テ実業ニ従事スルノ志望ヲ養成シ、直チ

ニ取リテ国家ノ経済ヲ利スル」役割を担うと述べ、工部省が所轄すべきだと主張した。翌 18 年５月、

渡辺は三条宛の意見書で、工部大学校を文部省に所管させることは一理あるけれども、「学生ノ心

ヲシテ常ニ実際ヲ離レサラシムルカ為、其学ヲ実際ニ施スノ省局ニ属スルヲ可トスル」と、工部省

廃止を前提にして、工部大学校を現業官庁の所管とすることを求めていた。 

 工部大学校の廃止が決定される過程と時期は詳らかではない。しかし、明治 17 年 12 月に文部省

が司法省の法学校の移管を承けて東京法学校としていたことで、工部大学校の処分の方向もしだい

に定まってきたものと推測される。明治 18 年になると、９月 28 日に東京大学に東京法学校を併合

し、12 月５日に東京大学自身は法学部を政経学部と改称し、理学部を分割して工芸学部を設置して

いた。そして、12 月 22 日に太政官制度を内閣制度に変更するに際して、工部省の廃止に伴って工

部大学校が文部省に移管され、これを緩衝のための一階梯として、翌 19 年３月の帝国大学創設にさ

いして工芸学部と工部大学校を併合して工科大学とした。すなわち、工部大学校の処分を巡る過程

で、東京大学理学部の講究対象が「純正学術」と「実業応用の学芸」であることが明確となり、そ

のうち後者を工芸学部として独立させ、応用の学芸に一層の力点を移し、併合が予定されていた工

部大学校との摺り合わせがおこなわれていたといえる。そのさい、併合に反対した工部大学校学生

の上申書で、東大の理学部が「実業ニ疎キモ理論ノ考究ヲ怠ラス、理学ノ研究ヲ第一ノ眼目」とし

ていたというのは、上掲の伊藤や渡辺の見解に副った意見であると共に、実情に即した理解とは言

い難く、実態は遙かに類似していたと言わねばならない。 

 帝国大学の創設にさいして、工部大学校と東京大学の相互関係は、単科大学の工部大学校が複数

学部からなる巨大組織の東京大学に吸収されたことを意味する。教育行政においては、教学面にお

ける文部省の主導権を示すものである。しかし、それが工部省の廃止に相俟っての処置であること

をみるとき、大蔵省が兼ねてから主張していた財政面から行政簡素化の延長上に、太政官制度から

内閣制度への移行にともなう中央官庁の再編によって実現されたことこそが看過できない主要な要

因であろう。結果として発足した帝国大学は、実学重視の大学へと変容していたと評すべきではな

かろうか。 

 西欧型大学の理念からの逸脱は、東京大学理学部が発足当初から懐胎し、更に 10 年間の変貌によ

って明確になり、工芸学部の設置で制度的にも明示された。新設される総合大学は、独立した工科

大学（学部）を包含する日本独自の形態をもつ大学への転形を明確に画期づけたという評価は首肯

できる。しかし、当時の当該関係者の意識から云えば、併合した各学校の設立理念が多様であり、
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現実的な処置によるそれらの変容と統合がなされたことから、西欧を摸倣したモザイク的な総合大

学であって、しかも国益に沿った実用指向的な大学として設置されたと言わねばならない。この方

向は、大学と専門学校の差別化を図った農商務省によって、「専門ニ関スル高尚ノ学理及実業ヲ教

ヘ、以テ将来各業ノ拡張進歩ヲ期シ兼テ学術ノ進化ヲ図ルヲ旨」（明治 19 年８月農商務省告示第

15 号「東京農林学校校則ヲ定ム」）とした東京農林学校を、文部省の拡張政策によって帝国大学に

併合することで強化され、いわゆる西洋モデルからの離反もいっそう著しくなった。 

 成立した帝国大学は、「国家ノ須要ニ応シル」学問を教授・考究することを目的とした。その内

容は、西欧に倣い、当時の国策である富国・強兵の政策目的を実現するための手段としての「学術

技芸」の教授であり、「学術技芸ノ蘊奥」の攷究であったことは、共通して容認されていた。これ

を前提として、大学の組織論および制度論が、その規範とする所をイギリス、ドイツ、フランス、

スイス、アメリカ等の大学や高等機関のなかに具体的に求めるとき、同時期に政府の制度取調局が

論じていた憲法を頂点とする政治の諸制度をドイツに倣っていたことから、帝国大学の成立直前に

おいては総体としてドイツの大学に比定されていたことは当然といえよう。 

 帝国大学の整備において看過できないのは軍部からの要請であろう。内閣制度の発足に際して東

京大学と工部大学校の再編成が俎上に上っていたとき、既に見た「工部省職務整理之議」のなかで

は、西欧の工芸学校（エコールポリテクニク）に倣って、工部大学校の拡充によって陸海両軍の要

請に相応できるようにすべきことを強調していたが、両校が陸海軍と密接な連繋を図っていたいく

つかの事例を挙げることができる。 

 明治 10 年の西南戦役のとき、工部大学校の学生は陸海軍の要請で気球を作成したほか、電信線の

架設に動員されていた。明治 15 年、東京大学理学部機械科第４学年の学生実習は、海軍管理下の横

須賀造船所で９ヶ月間も滞在して行われた。 

 軍部は、学科新設および学生委託などの創設を求めていた。 初の事例は、海軍が管理する横須

賀製鉄所で技術教育を行っていた黌舎にかかわる。明治９年の学則改正時に、黌舎は開成学校に学

生の養成を委託していた。明治 17 年、東京大学理学部に対して海軍が附属造船学科（後述）の設置

を要請した際に、学生の志願者から選抜して学資を給付し、卒業後に技術士官となる海軍依託学生

制度の設置を要請して実現させていた。明治 33 年には陸軍の要請で、帝国大学工科・理科両大学は

現役技術将校を員外学生として入学させる陸軍砲工学校員外学生制度を発足させた。その後、いず

れの制度も改正されて、適用範囲を拡大した。 

 軍部の要請による学科設置の 初の事例は、明治 17 年５月に海軍の要請で東京大学理学部に附属

造船学科を創設したことであろう。そのさい海軍は、教員の派遣、図書・器械・雛型などの購入経

費を負担していた。工部大学校では、それより前の明治 15 年４月、従前から促成を要する生徒のた

めに設けていた造船学をひとつの学科として増置し、機械学卒業後の専修を開始した。その背景は

詳らかではないが、翌 16 年１月には海軍省准奏任御用掛桜井省三が工部省兼務となり、造船教員（17

年６月教授、19 年３月退任）となった。ついで同 16 年６月には、イギリス留学を終えた三好晋一

郎が准奏任御用掛（17 年 12 月助教授、19 年３月教授）となって授業を担当した。これらの学科は

帝国大学発足とともに造船学科となるが、教官人事における海軍との交流はひきつづき行われてい

た。 

 明治 20 年には陸軍の斡旋で造兵学科が、海軍の要請で火薬学科が設置され、教官人事にも反映さ

れた相互依存の関係は極めて強かった。大学と官営事業や工業界の交流・連繋が盛んであったこと

は後述するが、軍部のように学科の新設を直裁に求めた事例は知らない。附言しておくと、東京農
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林学校に対しても陸軍は獣医官委託学生制度を求めて実現させていた。 

 

１－２．近代国家の建設における学・官・軍・産 

 帝国大学は、その淵源に遡って見ても明らかなように、国家の官吏養成を目的としていた。また、

工部大学校の目的は、それを所管する工部省のための人材養成であり、さらには近代国家の建設の

ための人材養成であった。これらのことから、中央官庁や陸海軍、産業界への人材提供、大学・官

界・産業界の人的交流ないし協力は当然の帰結であったといえる。そこで、実業応用の学芸を教え

た工科大学について、慣用されている配置順序に従って、学科ごとに主要教授について採り上げて

いきたい。 

 帝国大学工科大学における学科の配列順序、学科内における講座配列順序、および講座の設置時

における講座内容や設置理由などは詳らかではない。また、帝国大学（各地の名称を冠した帝国大

学の名を略して、分科大学名のみを使用することがある）の工科大学や理科大学における学科内の

人事を見ると、担当教官の専門が複数の講座に係わっていたか、あるいは講座の専門性が低かった

かのいずれによるかは明らかではないが、講座担当者あるいは分担者は異動が激しい。講座の専門

性や担当授業の明確化は大正５年頃からで、講座の新増設を要求するさいの必要性を強調するため

になされたといわれている。理科系講座の増設が教授１、助教授１、助手２の配置を伴うことは、

大正 10 年以降に一般化したとされていて、本稿の対象とする時期には、講座と担当教授の対応関係

は定着せず流動的であった。他方、教官人事の視野を拡大して見ると、母体学科から新設学科への

異動や附置研究所と学科のあいだの交流はあったが、既存の学科のあいだに教官の異動や交流は見

られず、学科の壁はきわめて厚いものであった。 

 

⑴ 工科大学について 

 筆頭の学科である土木学科では、明治 19 年の帝国大学発足時、工科大学教授兼初代学長に就任し

た古市公威（明治８年開成学校在学中に文部省第１回留学生に選ばれてフランス留学）は、明治 13

年に留学から帰国するとともに内務省土木局の技官となり、東京大学理学部講師を１年間兼務して

いたが、専ら河川の改修事業に携わった。工科大学教授就任のときに内務省技師は兼任となり、明

治 23 年に土木局長に就任したときには工科大学教授・学長が兼任となり、明治 27 年に技官の 高

のポストである技監に就任した。明治 31 年７月に土木技監兼土木局長兼工科大学教授兼学長を辞任

し、同年 11 月に逓信次官、翌月逓信省外局の鉄道局長心得となり、33 年５月に逓信省総務長官兼

逓信省官房長となるなど鉄道事業にも関与していた。内務省の直轄事業の技官、ついで逓信省鉄道

局（のち鉄道院－鉄道省）の技官として 高の地位を占め、大学と官界の中枢部にあって、本人は

もとより土木工学科卒業生を介しても、官界・大学に強固な影響力を構築していた。内務省におけ

る技官の地位として古市は局長に昇進した。また、彼のために大臣・次官に直接監督下にある地位

として技監が設けられて就任したが、その地位は古市の辞任とともに解消され、その後に新設され

た技監は、土木局のなかにおかれた技監であることを特記しておきたい。 

 鉄道工学の白石直治（明治 16 東京大学理学部卒業と同時に留学して明治 20 年まで滞在）は帰国

後に教授に就任し、同時に関西鉄道の建設を指導し、23 年には同社社長となり、辞任した。その後

任は同社技師中山秀三郎で、助教授、ついで教授となった。大学と民間鉄道との強い結びつきを示

す事例といえよう。この講座は鉄道院－鉄道省技師が兼官となることが多く、明治 44 年に教授に就

任した武笠清太郎は鉄道院技師から転任した兼官であった。大正６年に就任した那波光男（土木工
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学）は鉄道院技師・東大教授兼官で、大正８年には鉄道院官房研究所長・同博物館館長を兼務した。

また明治 32 年就任した広井勇教授（橋梁工学）は鉄道院の委嘱により関門海峡架橋調査・設計を担

当していた。 

 河海工学は古市公威と中山秀三郎の担当で始まり、後任の物部長穂は大正 15 年に内務技師・土木

試験所長から東大教授兼任となり、土木試験所に水理試験室を設置した。後任教授は、内務－復興

院技師から兼任の宮本武之輔である。このような人事の結びつきに加えて、内務省は自ら多くの技

術者と研究施設を持ち、多年にわたり豊富な工事経験を持っていることから、内務省は研究、大学

は人材養成という役割分担が見られた。 

 橋梁工学は、琵琶湖疎水の建設に貢献した京都府技師田辺朔郎が明治 28 年に教授に就任するが、

翌 29 年に京大教授に転任した。後任には北海道庁技師・広井勇が教授に就任（在任期間、明治 32

～大正８年）し、鉄道院の委嘱による関門海峡架橋調査・設計を担当した。後任の田中豊（大正 14

年復興局技師兼鉄道技師より兼任、ついで専任教授）は、船舶工学教授平賀譲の示唆により、イギ

リスで軍艦装甲板用に開発されたデュコール鋼の製鋼および使用を促進し、永代橋（大正 10 年開通）

と清洲橋（昭和３年開通）の主要引張部材に使用するなどの貢献を行った。 

 衛生工学の中島鋭治は、欧米留学後の明治 19 年に工科大学助教授に就任するが、明治 23 年に辞

任して内務省技師・東京市水道技師となり、再び明治 29 年に教授となり、内務省技師兼官として勤

務した。草間偉は明治 42 年に助教授、大正 10 年教授に就任するが、内務省技師を兼任（衛生局）

して上下水道の出願書類の全国調査、水道用鋳鉄管の規格仕様書をメートル法とする改編作業・規

格編成作業などに尽力し、逓信省嘱託として無線電信柱の設計に参画した。 

 東京大学工芸学部にはなく、工部大学校のみにあった学科のひとつは造家学科（明治 31 年建築学

科と改称）で、この学科は創始期の工部省時代から内務省営繕局との関係が深かった。辰野金吾（工

部大学校第１回卒業生）はイギリス留学から帰国して明治 16 年に工部省営繕局に勤務し、工部権少

技長のとき工部大学校教授兼任、つづいて帝大工科大学教授となったが、数多くの官庁営繕の建造

物や公共建築に携わり、大学と官・民との連繋の体制を作り上げた。 

 機械学科では、帝国大学発足当初に就任した教授は早々と転退職し、長期に機械工学を担当した

のは真野文二（明治 14 年工部大学校卒、15 年助教授、19～22 年英留学、帰国後教授）であった。

大正２年に文部省実業学務局長に就任して大学教授は兼官となり、大正２年に九州帝国大学総長に

就任した。井口在屋（明治 15 年工部大学校卒、同年助教授、29 年教授）は材料力学、蒸気機関、

渦巻ポンプなどの幅広い研究者で、ゐのぐち式渦巻ポンプを発明（明治 24 年井口式ポンプ特許、大

正３年ゐのぐち式渦巻ぽんぷ特許取得）していた。大正元年に門弟の畠山一清と共にゐのくち式機

械事務所（のち荏原製作所）を創業しており、大学発の事業でも早期のひとりとして著名である。 

 舶用機関学の講座担当者は、造船学科の教官とともに民間企業との強い連繋が見られた。東洋汽

船発注・三菱造船所建造の天洋丸・地洋丸の建造において、斯波忠三郎（明治 29 年助教授、34 年

教授）は機関部の工事監督を、寺野精一は造船部の工事監督を行った。鉄道省がイギリスに建造を

発注したタービン汽船の船体部は横田成年が、機関部は加茂正雄が担当して仕様書作成・工事監督

を行った。造船企業との結びつきは後発の浅野造船所にもみられた。船体の建造のみは浅野が担当

したが、石川島造船所などに外注する機関部の設計・指導は山内不二雄助教授が行った。 

 土木工学科の教官が内務省や鉄道省の技師を兼官し、関係業界と連繋していたこととは対蹠的に、

機械学科の舶用機関関係教官は造船業界との繋がりが強かった。しかし、造船学科（のちの舶用工

学科）教官は、はるかに強くかつ直接の関係を造船業界と持っていた。また、逓信省管船局技師と
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して監督行政に関与するほか、その設置を求めた海軍とは産業界をも併せて密接な協力関係にあっ

た。 

 造船学科の発足時の教授には、三好晋六郎（明治 12 年工部大学校卒、イギリス留学、明治 17 年

工部大学校助教授、明治 19 年工科大学教授）が就任した。三好は逓信技監兼務として船舶検査など

の監督行政に関与し、船型試験水槽の建設を提唱したひとりであり、逓信省における船舶試験所の

設置、同所における試験水槽設置の契機を創った。附言しておくと、学・官・民の要求として、造

船協会は委員会を設けて試験水槽に関して調査し、明治 39 年２月には関係大臣に建白書を提出した。

逓信省が管船局に船用品検査所を設けたのは大正５年のことで、懸案であった船型試験水槽を昭和

２年に建設し、同５年に船舶試験所と改称した。 

 寺野精一（明治 25 年助教授、32 年教授）は、三菱造船所で建造した、主機に輸入タービンを搭

載した義勇艦隊さくら丸、客船天洋丸・地洋丸の船体設計・建造に関与した。船型試験水槽に係わ

って、著名なフルードの助手パービス（在任期間：明治 34～大正９年）の後任となった教授山本長

方（大正８年講師嘱託、10 年教授）は、明治 28 年、グラスゴー大学卒業後に三菱造船に入社し、

常陸丸をはじめ天洋丸など時代の先端にある船舶の設計・建造と、さらには船型試験水槽の建設・

運営を担当した。 

 末広恭二（明治 35 年助教授、44 年教授）は、大正８年に三菱造船研究所の建設に参画し、所長

を兼務した。末広と三菱の岩崎小弥太のいずれが研究所の建設を提唱したかは、両者がそれを主張

しているので詳らかではない。しかし、それほど密接な関係が両者にあったといえよう。これら寺

野、末広、山本らに見られる東大と三菱の連繋は、学・民連繋の代表的事例を提供するものである。 

 櫻井省三は海軍省の技師であり、工部大学校に造船学科を設置した明治 15 年に兼務となり、20

年には海軍少技監で教授兼任に就任した。退任の後には、海軍少技監若山鉉吉が教授兼任で造船学

授業を担当した。翌 21 年には、海軍少技監宮原二郎が教授兼任となって造船学授業を担任した。造

船学科の開設当初から、軍艦関係は海軍造船官が兼務として授業を担当し、それ以降も海軍技術官

が講師として講義を担当した。大正７年からは兼任教授が置かれ、 初に平賀譲が就任し、ついで

専任教授となって講義を担当した。 

 造兵学科と火薬学科は、設置の事情から陸海軍との連繋が極めて緊密であったことは当然であろ

う。明治 20 年に造兵学科・火薬学科が設置されたとき、陸軍参謀本部課員兼陸軍大学教授砲兵大尉、

天野富太郎が教授となり、造兵学及火薬学授業を担任（～22 年解任）した。明治 22 年には砲兵会

議事務官砲兵大尉鶴田政徳が教授兼任で造兵学を担任し、翌 23 年には海軍造兵廠製薬科主任海軍大

技士石藤豊太（理学部卒）が教授兼任となって火薬学授業を担任した。このように、当初は陸海軍

の技術官や技術関係将校が兼任していた。大学卒業生からの直接の任用は、明治 36 年に大河内正敏

が大学卒業ののち直ちに専任講師となったときが初めてで、翌年に助教授、44 年には教授となり、

教室は整備の緒に就いたと云われている。 

 東京大学工芸学部にないもうひとつの学科は、工部大学校電信科－工科大学電気学科であった。

この学科は官営事業の電信電話事業に人材を提供して官庁との交流が密であったが、新興の電力事

業の監督業務を通しても交流があり、電気機器製造企業にも係わった。 

 志田林三郎（明治 12 年工部大学校第１回卒、イギリス留学）は明治 16 年に帰国すると、4 月に

工部省准奏任御用掛・電信局勤務、同年８月に工部権小技長兼工部大学校教授、明治 18 年 12 月に

は工部省廃止にともない新設の逓信省に異動し、逓信権少技長、帝国大学発足時には逓信少技長兼

工科大学教授兼工科大学教頭心得となった。逓信省では工務局次長を経て 22 年に工務局長となり、
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在任中の 25 年に死去したが、大学と官界を結ぶ頂点にあって電信事業と共に電気学科の整備に貢献

した。先に見た、古市公威が内務省と大学と共に占めていた位置に相当するものと言えよう。 

 工部大学校を明治 14 年に卒業した同期３名のうち、中野初子（明治 14 年工部大学校教授補、15

年助教授、24 年工科大学教授）は赤坂離宮の電灯工事、東京電灯発注・石川島造船所製作（明治 28

～29 年）の発電機設計などを担当するとともに、駒橋－東京間の長距離高圧送電線（明治 44 年）

の建設を顧問として指導した。電気学科の強電関係の教授として、電気機器製作や発電所・送電線

の建設などで業界の指導にあたった。 

 藤岡市助（明治 14 年工部大学校教授補、15 年助教授、19 年帝国大学工科大学助教授、同年 12

月辞職、講師として 31 年まで勤務）は、在職中に三吉電機の顧問として発電機の設計・製作を指導

し、東京電灯技師長就任のために辞職、ついで電球製作のために白熱舎（のち東京電気）を創設し

た。後任の山川義太郎（明治 15 年工部大学校卒、工部省技官、20 年工科大学助教授、27 年教授）

は、電灯照明技術の体系化を図る一方、広島水力電気の高圧送電線の設計（明治 32 年）に参画した。 

 浅野応輔（明治 14 年工部大学校卒、同年工部大学校教授補、助教授、明治 17 年工部省に転勤）

は、明治 19 年に逓信省技官となり、中野初子助教授の留学中は工科大学講師兼務、工部省－逓信省

の地方在勤電信建築官などを経て、25 年に初代の電気試験所長に就任した。32 年に電気鉄道事業に

関して内務省技師兼任、工科大学教授兼任となった。外国留学後に電気試験所で技師となり、のち

に帝国大学教授に転じた渋沢元治（明治 39 年逓信技師、大正８年兼任教授、13 年専任教授）は、

創始期の長距離高圧送電関係の業務を監督し、のちに名古屋帝国大学の初代総長に就任した。 

 電気学科の卒業生の重要勤務先は逓信省であり、部局は官営事業の担当で同時に関係産業界を監

督する本省電気関係部局と電気試験所であった。本省における技官の 高位は、志田林三郎が局長

であったが、それ以降は課長となり、そのほかに出先機関である電気試験所の所長があった。技官

が本省の局長にふたたび就くまでには、しばらく時間がかかった。大学教官兼務などによる人事の

交流は、電信事業のみならず、電気事業の監督を通して関係産業界との連繋が定着した。 

 工科大学の発足時に、工部大学校の鉱山学科と冶金学科、および東京大学理学部採鉱冶金学科は

再編されて採鉱及冶金学科となり、明治 42 年に採鉱学科と冶金学科に分割された。東京大学理学部

時代の地質科も実学的色彩が強かった。工科大学関係学科の初期の教授は開成学校－東京大学理学

部卒業生によって占められた。これらの学科の卒業生である教官は、農商務省、宮内庁などととも

に、鉱山、製鉄業などの企業にも関係していた。 

 和田維四郎は明治８年に開成学校が改組されるさい同校助教となり、一時失職ののち、10 年に発

足した東京大学理学部助教に就任した。11 年５月に内務省御用掛となって地質課（のち資質調査所）

勤務、明治 14 年６月に農商務省権少書記官兼文部省御用掛となり、東京大学理学部勤務を命じられ

た。翌 15 年２月に設置された地質調査所の初代所長（26 年まで）、18 年 10 月に農商務省少書記官、

理科大学教授兼官（24 年まで）、明治 22 年９月に鉱山局長兼任（26 年まで）となった。明治 25

年に設置された製鋼事業調査委員会の委員、明治 30 年には官営八幡製鉄所長官などを勤めた。 

 渡辺渡は東京大学理学部の第１回卒業生で、明治 12 年卒業とともに准助教に、14 年助教授、ド

イツ留学を経て、19 年の帝国大学発足とともに工科大学教授となり、26 年には御料局技師・理事を

兼務した。野呂景義は明治 15 年に卒業し、同年に東京大学准助教授、翌 16 年助教授を経て明治 18

年非職となった。欧米留学後の明治 22 年に教授に就任し、同時に農商務省技師を兼任して、25 年

設置の製鋼事業調査委員会委員、28 年の製鉄事業調査会委員を務めるなど、官営八幡製鉄所の設立

に尽力したが、29 年に東京水道管事件のため東大教授などの公職を辞任した。このように、採鉱学



日本における産学連携 

 

 67

科、鉱山学科、地質学科といった開成学校－東京大学理学部の系列の卒業生は、和田維四郎や野呂

景義で見られるように大学教授と農商務省技官を兼務し、それを介して関係産業界の指導にもあた

っていた。 

 応用化学科においては、東大化学科の卒業生が、留学後に講師、教授となった。有機工業化学（の

ち第１講座）担当の高松豊吉（明治 11 年東大化学科卒、12～５年英独留学）は、帰国後に講師、17

年に教授となって明治 36 年まで勤務し、東京瓦斯社長含みで転任して 42 年に就任し、大正３年６

月に社長を辞任した。第一次大戦勃発直後の同３年 11 月に設けられた化学工業調査会および同年

12 月設置の臨時薬業調査委員会の委員、翌４年には工業試験所長である高山甚太郎の死去にともな

い後任の所長（大正 13 年辞任）となり、同時に再び東大教授を兼任（大正９年辞任）した。大学、

民間企業、官界の 高位のポストを歴任・兼任したといえる。 

 無機化学（のち第２講座）を担任する中沢岩太（明治 12 年東大化学科卒、東大助教、助教授を経

て 16～20 年独留学）は、20 年に教授となった。その後、23 年に宮内省王子硫酸製造所事業嘱託、

翌 24 年に宮内省御料局技師兼任・王子硫酸製造所長、27 年には宮内庁御料局技師が本務となり、

王子製造所長・大阪製錬所長兼務、工科大学教授兼任となり、翌 28 年には宮内庁技師は兼官・東大

が本務となり、翌 29 年に技師を辞任したが、両事業所の処分に関わる人事と思われる。明治 30 年

には新設の京大教授に転任し、33 年には京都高等工芸学校の設立委員となり、35 年には設置された

同校校長、京大兼務となった。第一次大戦期に化学工業委員会委員となり、大正７年まで京都高等

工芸学校に勤務した。大学・官界で責任ある地位を占め、博覧会審査委員、特許局審判官、化学工

業調査会委員など、高松と類似した職を歩んだ。 

 以上に瞥見したように、工部大学校の卒業生は、電信や鉄道などの官営事業の所管省庁である工

部省－逓信省、鉄道院－鉄道省等の技師から大学教員に就任・兼任した。これに対して、古市公威

のような開成学校－東京大学の卒業生は、内務省、農商務省、文部省等の技師や行政担当官に就い

たことが特徴的である。このような系列が、東京大学と工部大学校の合併で解消されたことは云う

までもない。近代国家の建設を目的として大学で養成された人材が、大学と官界、軍部、産業界に

それぞれ就職して、相互の交流を通じた強い連繋によって諸事業を推進したことが窺知できる。国

家体制における位置は、中央官庁における地位に反映されていた。内閣制度の初期において、本省

の局長に就任した事例は内務省の古市や逓信省の志田に見られるが、それ以降は課長かそれと同等

の技監、外局の試験研究所長といったポストが技官の 高位で、勅任官のポストは極めて限られて

いた。これに対比して大学教授の地位は高く、優遇されていた。中央官庁の技官に就任したときに

大学教授を兼官するのは、勅任官となるための措置でもあったといえよう。 

 

⑵ 理科大学について 

 大学と官界・軍部・産業界との連関は、理科大学においても顕著であった。物理学科では、山川

健次郎（開拓使派遣留学生、アメリカ留学から帰国の翌９年開成学校教授補、10 年東京大学理学部

助教）が明治 12 年に日本人初の東京大学理学部教授に就任し、明治 34 年から就任した総長はいわ

ゆる戸水事件で辞職したが、大正２年からの２度目の総長時代には伝染病研究所の移管問題、航空

研究所の創設などで、行政手腕を発揮した。創設期の東大では、菊池大麓（理）、山川（理）、松

井直吉（理）、古在由直（農）と自然科学系分科大学教授が総長を勤めているし、九大の総長にも

創設に関わった真野真二が文部省局長を経由して就任した。これらの人事は、大学行政において理

工系の知見が必要な時代であったことを示唆するのではなかろうか。 
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 山川の後任教授である鶴田賢次（明治 26～36 年物理学・助教授、ドイツ留学から帰国後教授昇任

し、明治 44 年まで講座担当、大正２年辞任）は、日露戦争後の明治 39 年に、東京計器製作所が光

学計器部を設置して海軍の技術援助により光学兵器の研究を始めると同時に招聘され、航海用望遠

鏡などの摸倣・製作を指導した。東京計器製作所は、当時はドイツから輸入していたガラスの研磨

法を明治 40 年頃から鶴田賢次、横田成年等の指導のもとで研究を進め、43 年には今井重吉（43 年

実験物理学科卒）が入社して光学兵器の研究を開始した。 

 同様に、日露戦争後、海軍造兵廠が光学兵器の研究に着手したときの担当者である海軍大尉安東

良は、明治 39 年から 41 年までの３年間、帝国大学理科大学において長岡半太郎・本多光太郎の指

導を受け、大正２年４月に東京造兵廠に光学兵器部を設けて本格的な光学兵器の研究・製造に着手

した。陸軍でも相前後して光学兵器の研究に着手して、明治 42 年には東京砲兵工廠に精機製造所を

設立した。これらの事業が合流して、第一次大戦期に輸入が杜絶したレンズ、各種光学兵器の製造

を目指し、三菱と親密な末広恭二等の進言や海軍次官財部彪中将の斡旋、三菱合資社長岩崎小弥太

の同意により、光学兵器が占める位置から海軍との強い連携のもと、大正６年７月に日本光学工業

が設立されるに至った。 

 田中舘愛橘（明治 15 年東京大学理学部卒、准助教授、16 年助教授、21～24 年イギリス留学、帰

国後教授）は、震災予防調査会（25 年６月文部省に設置）委員として明治 26～29 年の４ヶ年間に

わたり測量事業を担当し、万国測地学協会委嘱にともなう国内委員会の測地学委員会（明治 31 年４

月設置）の委員（31 年５月）となり、重力測定、緯度変化の観測などを担当した。これらの事業と

係わり、日露戦争期から陸海軍との共同調査・研究が本格化した。日露戦争期には、海軍水路部が

担当した地磁気測量では当初から指揮に当たり、明治 44 年に海軍水路部調査嘱託として引き続き事

業の監督と要員養成を指導した。陸軍とは、陸軍砲工学校教官兼務の教授藤沢利喜太郎を介して、

中野の陸軍電信隊気球班における観測用気球の製作・運用を指導し、その功績によって従軍記章、

勲章と賞金を下賜された。航空問題に関心を持つ陸海軍が田中舘の研究室を訪ねたことが明治 42

年の臨時軍用気球研究会の設置に繋がり、その事業所がある中野に研究用風洞を建設し、卒業生を

派遣して大学に先行して研究に着手した。この時期には、大学におけるプロペラによる気流攪乱の

研究に陸軍から助成費の支出があった。 

 長岡半太郎（明治 20 年帝大理学部卒、大学院進学、23 年助教授、26～29 年ドイツ留学、帰国後

の 29 年教授）は、留学前に震災予防調査会の委員に就任し、帰国後は更に明治 31 年測地学委員と

なったが、先に述べたように光学関係で海軍造兵廠の技術官を指導したことから大正５年に海軍嘱

託を兼務し、海軍造兵廠に出張して指導していた。卒業生を海軍技術官、日本光学工業技師に就職

させると共に委託生を受け入れることなどで、日本の光学工業界との連繋は極めて顕著であった。

また、無線電信技術との関連で真空管の研究で指導的役割を果たし、電気試験所で鳥潟右一等が無

線電信機の開発に当たったとき真空管の研究で長岡半太郎に指導を仰ぎ、その指示で大正２年にド

イツから入手したゲーテ式ロータリポンプおよび分子式ポンプによって真空管の試作が進捗したと

いわれている。 

 中村清二（明治 42 年助教授、44 年に鶴田の後任教授）は、大正３年に陸軍砲兵工廠の嘱託とな

り、精器製造所で教育と技術指導に当たり、大正６年にはレンズのカビの研究を委嘱され、「硝子

と糸状菌」を作成した。多田礼吉（大正２年東大実験物理卒・陸軍砲兵大尉任官、技術院総裁等歴

任）は、長岡が光学の理論で、中村が技術で日本の光学工業の根を育てたと回想している。 

 地震学の初代教授関屋清景（13 年東京大学理学部准助教、14 年助教授、19 年教授、23～26 年病
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気・非職、28 年９月講座担当教授、同年 10 月非職、翌年病没）は、世界 初の地震学専任教授と

いわれるが、助教授時代の明治 18 年に内務省地理局験震課が設置されたときに課長兼務となった。 

 後任教授の大森房吉（明治 24 年東京大学理学部助手、26 年講師、28～30 年ドイツ留学、帰国後

教授）は、明治 25 年に震災予防調査会の嘱託となり、それ以降、その事業の中心となった。船体振

動研究の先駆けといわれ、明治 37 年には、工科大学造船学科教授寺野精一、雇い教師バーヴィス、

機械学科教授斯波忠四郎と共に、海軍の水雷艇と駆逐艦について、ユーイング型の振動計を用いて

振動の振幅・加速度を測定し、機関回転数と振動数の関係を明らかにした。 

 化学科では、池田菊苗（明治 29 年助教授、32～34 年ドイツ留学、帰国後の 34 年教授）が、反応

論、溶液論の理論的研究と共に、応用研究として昆布のもつ旨味の本体をその抽出液から結晶とし

て取り出し、Ｌグルタミン酸ナトリウムであることを発見して明治 41 年に特許を取得した。明治

43 年には鈴木三郎助（日本化学工業）との共同特許を取得して商品名「味の素」の工業化に成功し、

研究室発の事業化の先例として著名である。 

 

⑶ 医科大学薬学科について 

 薬学部門は、学内の地位や学制などの変遷ののち、明治 19 年の帝国大学令では医科大学薬学科と

なって制度的な定着を見た。翌 20 年７月にドイツ留学から帰国した下山順一郎と丹波敬三が教授に

就任した。長井長義は、明治 17 年５月に政府の要請で帰国して国策会社・大日本製薬の技師長に就

任し、翌６月に東京大学教授兼務、理学部化学科生化学および医学部製薬学別課薬化学の授業担当

となるが、翌 18 年 10 月に非職、再度 25 年 10 月に帝国大学医科大学講師、26 年９月に薬学第三講

座担任、26 年 10 月に医科大学教授に任命された。こうして薬学科が３講座体制となった時期には、

留学先であるドイツ薬学の強い影響を受けることになった。 

 長井は明治 28 年に大蔵省専売局嘱託となって専売制度の確立にたずさわり、39 年には醸造試験

所商議員（薬学科教授丹波敬三、農科大学教授古在由直とともに）に任命され、諮問に対してサル

チル酸が防腐剤として「比較的無難」と答申して使用を容認する手助けをした。大正４年３月に化

学工業調査会委員、同年 12 月に臨時薬業調査委員会委員にそれぞれ就任し、答申に沿って設立され

た内国製薬の顧問に大正９年に就任して重要医薬品の研究開発に努めた。大正９年には三共の顧問

にも就いた。 

 丹波敬三は、長井と共に明治 39 年に醸造試験所商議員となった。その功績として、第一次大戦時

には東大附属病院長青山胤道の要望に応え、同病院で使用するサルヴァルサンの試製に成功して、

「タンヴァルサン」の商品名により国産製薬所で製造・販売したが、事業としては不振のために、

慶松勝左衛門の技術によったアーセミン商会（のち第一製薬）に吸収された。 

 下山順一郎は製薬事業の奨励に努め、教室附属薬草園が狭隘であって栽培品種が限られているこ

とから、明治 40 年頃に私財を投じて薬草園を設けた。製薬会社の指導にも当たり、明治 41 年１月

に三共の学術顧問を委嘱された。研究設備の貧弱な当時にあって「大学の余暇はほとんど品川工場

に通って学問や技術の指導を行い、工員とともに実験し」て、結核薬ファゴール、皮膚薬チオノー

ル等の製造販売はその成果のひとつであったとしている。 

 薬学科教授が製薬会社顧問になる事例として、下山の後任教授朝比奈泰彦（明治 38 年卒、大正元

年助教授、７年教授）も大正 12 年に武田薬品の技術顧問となったが、門下生を同社に就職させ、会

社も朝比奈の研究開発に終始助成を惜しまなかったといわれる。 

 丹波の後任教授近藤平三郎（明治 33 年卒、明治 40 年ドイツ留学、43 年３月帰国、陸軍勤務に復
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帰、明治 45 年３月東大講師、同６月助教授、大正４年 11 月教授）は、ドイツ留学から帰国した明

治 44 年、衛生材料廠勤務のときに塩野義製薬の技術指導に当たり、友人の渡辺又治郎（明治 33 年

卒、近藤と同期で後に陸軍薬剤総監）が研究したヂギタリス製剤の製品化を塩野義で行うよう援助

し、明治 45 年から製造・発売をはじめた。第一次大戦期の大正４年に、塩野義は東京に乙卯（いつ

う）研究所を設立し、近藤は陸軍の勤務時間後に週２回ほど指導し、夏期休暇には大阪に出張して

指導した。 

 理科大学物理学科および医科大学薬学科において、大学と軍や産業界との連繋が重要となったの

は 19・20 世紀交代期における先端技術の転換であった。即ち 19 世紀の主題は、道路、港湾、上下

水道、衛生工学といった社会基盤に係わる諸分野、ならびに造船、鉄道、電信、鉄鋼、人造肥料と

いった産業革命期に開発された重化学工業分野であり、これらに対応して帝大工科大学の学科編成

が行われていた。この状況のなかで、工部大学校とその後身である帝大工科大学は、電気学科を欧

米に先駆けて独立・設置したことに象徴される先進性を誇っていたが、20 世紀に入ると、電信・電

話の革新に加えて無線通信、自動車、航空機、精密化学といった精密で高度な内容をもつ、科学と

技術の融合した領域の技術が登場し、重視される方向へと状況が変移していた。このような事態の

展開が、「学術技芸ノ蘊奥」を講究することの代表と目されていた「理科大学」を、軍や産業界と

の相互連携を図る方向への転じさせていたといえよう。 

 言葉を換えると、明治初期には科学と技術の関係が特殊的といってよいほど一体的に理解され、

それを反映した学科構成が現実のものとなっていた。それを西欧に倣って理科大学と工科大学に分

離したものの、両者の研究の相互浸透ないし融和が求められ、あるいは新規に開発された技術、す

なわち先端技術が科学に基盤を置く状況を反映して、理科大学教授の活動として、伝統的な基礎部

門のほか、先端技術に関わって産業界や陸海軍との連携が見られ、明治期末には後者が顕著になっ

てきたのである。国際関係においても、軍備の革新が迫られる一方で、先進諸国との国際関係が改

革され、開国時に締結された不平等条約が改正されるなかで、民間企業も平等で開放された体制の

もとで国際関係に対処することを迫られていた。すなわち、大学とともに国家（官界・軍部の総体）

や産業界の変容が始まっていた。このような転形期における大学と政府や軍部の対応をつぎに見て

いくことにしたい。 

 

２．転形期の大学・産業界・科学技術 

 

２－１．大学の整備と変容 

 帝国大学の法的地位ないし性格については、帝国大学令の公布直後から議論があった。明治 22

年頃に内閣が「帝国大学令改正案」を立案したことがあり、これを知った帝大では、教授有志がそ

れとは別に「帝国大学独立案私考」および「帝国大学組織私案」を作成するなどの動きがあったこ

とが知られている。当時、施行されていた帝国大学令と較べると、大学に独立の法人格を与える点

で政府案と帝大案は共通するが、帝大側の意向では、さらに財政や管理において議会と行政府、と

りわけ文部大臣から離脱し、大学の自治権を評議会に与え、教授の身分保障をきわめて手厚くする

ことを求めていた。このように、国家行政組織における大学の位置づけをはじめ、大学の内部機構、

つまり評議会権限の明確化、教育と研究の基本単位として講座の設定、担当教授の職責と給与の関

係の明確化なども課題となって俎上にあがっていた。 

 明治 26 年６月に井上毅は帝国大学令を改正し、帝国大学官制を制定して、これらの議論に決着を
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付けた。閣議請議書によると、現行の帝国大学令が大学の綱領を規定するほか、個別行政機関であ

る大学の設置・廃止・名称・組織・権限などを定める官制に属することを混同して規定しているの

で、綱領を規定する帝国大学令と帝国大学官制を分離・独立させたとしている。そのさい、改正し

た帝国大学令では、大学の自治に関わる評議会の構成員とその選出方法、権限などを明瞭にした。

さらに分科大学が責任を持って運営するため「教授ヲ会シテ教授会ヲ開キ其分科大学ニ関スル教務

等ヲ審議」を行うよう、教授会の設置と権限を規定していたことなどで、大学側からも評価できる

ものとなっていた。 

 ついで、分科大学における教育・研究の基本単位である講座に関しては「各分科大学ニ講座ヲ置

キ、教授ヲシテ之ヲ担任セシム」と規定していたが、その講座の設置基準や内容に関する請議理由

は記されていない。帝国大学における講座設置に関わる課程並びに講座ごとの職務給については、

伝統的で深遠な学理探求の分野を重視し、応用的・実用的分野を軽視する傾向があると指摘されて

いる。各学科については、「高尚・区域広博」で「 モ該博ナル修学ヲ要スル」ことで「新ナル発

明」に属していて「 密察ナル修学ヲ要スル」ものを 高位に、「一局部ニ止マ」る「普通ノ学科」

を 下位に位置づけることで、学問の先端分野の尊重という近代的進歩的概念を持っていたことが

評価されている。 

 大学教官の専門業務については、「帝国大学ハ学問ノ 高府ニシテ之レカ教官タル者ハ一身ヲ其

専門ノ学業ニ委シテ専心之ニ従事セサル可カラス」としたうえで、「今各分科大学ニ諸学ノ講座ヲ

置キ各教授ノ担任ヲ明確ナラシメテ其責任ヲ重カラシメントス」と記しているように、担当する専

門分野の研究・教育に専念することを教授に求める一方で、職業の特殊性として「其学術ノ深奥」

で、新任者も「其学識ハ先進者ニ等」しいとして、俸給を年功による本俸で酬いる部分と、講座の

種類や教授・実験などに応じた職務給で償う部分に区分して他の文官との均衡を図っていた。こう

した規定は、当時、大学経営における経費削減が強く求められ、教授の実態が年功序列式の雇用制

度のもとで沈滞しているという批判に積極的に対応したものといえる。その意味で、教授の専門学

業に高い評価を与える一方で、学業専念に対する責任を求めていたのは当然のことであろう。 

 ところが、大学教授の社会的責任である学業専念に関する議論は、大学論、とりわけ大学の自治

や教授の任免権といった大学に関する「事件」のなかではあまり注目されず、埋没していた感が否

めない。明治 38 年６月にあった東大のいわゆる戸水事件は、大学にかかわる著名な事件のひとつで

ある。そこでの争点は、「大学の独立」と「学問の自由」であって、論点は大学教授の言論の自由、

教官の任免手続きと身分保障、国家行政権と大学自治権の３点に通例は整理されている。この事件

の主題ではなかったかも知れないが、本務である研究業務についての議論はこれまでの大学論では

全く見られなかった。京大では、沢柳政太郎総長が就任して２ヶ月後の大正２年７月に、いわゆる

沢柳事件が発生した。大学教授の任免を巡るこの事件にも教授の職務専念と業績の問題が含まれて

いたが、教官の任免手続きに終始した議論が目立つことは先の事件と同様であった。 

 これら両事件は、ともに教授の任免権に帰一されるという点では同じであるが、戸水事件が大学

教授の政治問題に関する言論の自由に端を発する問題であったのに対して、沢柳事件は大学教授の

職務専念義務に関する事項によって惹起されていたという相違を峻別する必要があろう。それぞれ

の主張は文書となって残され、主題である大学教授の任免問題について「事件ハ終局ヲ告クル」に

至ったが、教授の「専門業務」に関する責任という、嘗ての帝国大学令の改正で提示された問題を

含むことが窺知できる。すなわち、沢柳は答弁書において「大学教授ハ素ヨリ第一流ノ学者タルベ

ク而カモ常ニ牧々トシテ学術ノ研究ト学生ノ教授トニ向ツテ全力ヲ尽クシ随ツテ常ニ進境ニアルモ
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ノタルヲ要ス」という、職務責任の遂行を求めると共に、「大学教授ノ信望権威ハ……能ク第一流

ノ学者タル実ニ存スト思惟ス」と教授の評価基準を研究成果に求めていた。ところが、法科大学教

授助教授の弁駁書はもとより、事件の経過および解決書においても、この点についての言及はまっ

たくない。 

 提起されていた教授の職務専念および産出される学術成果に関する評価方式が定かでないことは、

検討を深めることを困難とする要因であろう。むしろ、画一的な評価方式の設定は研究・教育のい

ずれにも馴染まないこと、そのような評価を試みること自体が教育・研究の自由を侵害するという

主張にも配慮しなければならないことなどから問題は残されていた。沢柳は大正４年に「大学教授

の資格」を問い、「世人は、常に大学がいかなる研究をなせりや、大学教授がいかなる仕事をなせ

りやと云ふことに注意し、続々新研究を発表する事を要求するのが本当である」と主張し、その業

績評価は文系ならば名著卓論、理工系なら専門的の新研究新発明だとして「苟くも大学教授にして

何等学問上の業績が無いと云ふ事はあるべからざる事で、若し斯くの如き者があれば大学教授たる

の資格は無いと考へるのが当然である。然も甚だしきは十年一日の如く同一の講義を繰返して居る

教授すらあるに拘らず、之を学者教授の位置に在らしむべからすとして避難するの議論を社会の何

人よりも聞かざるは、誠に解す可からざる事である」とまで言い切っていた。 

 研究のあり方に関して、大学の自治、教授の研究などと類似の問題が研究機関を巡っても発生し

ていた。大正３年 10 月に大隈内閣は「行政整理・文政統一」の方針のもと、内務省所管の伝染病研

究所（伝研）の文部省への移管を閣議決定した。この閣議決定に抗議して所長の北里柴三郎ほか主

要な研究者が辞表を提出したことで、「伝研移転」問題と呼ばれる社会問題となった。 

 伝研が行政整理の対象となったのは明治 35 年の第１次桂内閣の時であったといわれ、それ以降も

幾度か繰り返し検討されていた。大正３年の初めに、山本内閣の文部大臣であった奥田は文部省へ

の伝研移管を東大総長山川に打診し、それが次期内閣で具体化して決定に至ったものであり、行政

機関に対する措置としては正当な手続きを採った上での決定であった。ところが、北里らの当事者

は、伝研所長の意向を打診して同意を得る手続きが踏まれていなかったこと、そして同意を得るこ

となく移管を決定したことに対する異議の申し立て、つまり研究者の自治を主張したのである。北

里らに同調して野党が議会で政府を糾弾したさい、伝研は行政機関とはいえ研究機関であるから、

その特殊性に鑑みて、決定に際しては予め当事者の意向を打診して同意を得るか、意向を尊重する

べきであると研究機関の「自治」を主張した。この点で、京大の柳沢事件と共通するところがあっ

たといえよう。そのためか、研究の自由についての論議に較べて、北里らの研究業績や、変容し始

めていた当時の研究の 前線における位置・内容に関しての評価については、充分な検討がなされ

ているとは言い難い。 

 ともあれ、伝研の移転問題において生じた研究者の危惧に関して、文部大臣の一木喜徳郎は議会

における答弁のなかで、「学術の研究に干渉する、あるいはその［内部］組織を変更する」といっ

た趣旨が移転問題には含まれていないこと、研究において学者は「独立の地位」を必要としている

ことを認めた。伝研が文部省に移管され、ついで当初の計画通りに東大に移管される過程で特段の

人員整理はなかったし、改正された伝研の官制も、その事業に「検定」が追加された以外の変更は

なかった。この経過は、行政機関に所属する研究所の改廃が政府の都合で簡単に実施できることを

研究者にはっきり認識させる一方で、大学に所属する教授が、研究者としては同一範疇に属するも

のの、身分保障においてきわめて手厚いことを際だって示す結果となった。 

 伝研はまた、研究所の製品である細菌学的治療剤の製造・販売、予防消毒治療材料の検査、講習
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会の開催などの事業による収入で、経営的に自立できることを示していた。この収入金支弁方式に

よって研究所が運営できることは、北里自身がもっともよく認識していたことであり、私立北里研

究所の設置が、この経験を生かしたものであることは云うまでもなかろう。文部省に移管された時

期はもとより、東大に移管されてからの伝研も、内務省時代からの事業を引継ぎ、追加された検定

事業をくわえて、事業収入によって研究所の運営経費を賄う収入金支弁方式を継続していた。 

 この時期には、大学教授はもとより、研究機関の研究者を含めて、研究業績に関する手厳しい批

判が生まれていた。東大教授の長岡半太郎は、明治 43 年のヨーロッパ視察旅行から得られた知見を

もとにして、科学知識の貿易において日本が大幅に輸入超過であることを指摘し、重力測定や地磁

気の測定のような「極めて機械的な仕事は浅薄にして千篇一律の仕事」であって、ヨーロッパの研

究者が評価しない研究であると厳しく批判していた。そして、外国の学者から見れば物理学の土方

人足の仕事をしている大学教授の講義などは、おそらくドイツでは聴く人はいないであろうし、こ

のような人が大学に籍をおくことは政府が容認しないであろうと記していた。 

 東大教授の桜井錠二は、大正元年の入学宣誓式における東大総長事務取扱としての告示のなかで、

「我邦は戦勝の結果所謂世界の一等国に班を列するに至った訳でありますが、顧みて学術研究に於

て何程の貢献をなしたるかを思ふときは実に慚愧に堪えぬところがある……斯の如き有様を以て我

邦が長く世界の尊敬を受くることが出来るでありましょうか、又平和の競争に於て果して勝利を制

することが出来るでありましょうか、真に憂懼に堪えぬ次第であります」と述べていた。研究者と

しての現状批判の告白であろう。自分自身の回顧録『思出の数々』のなかでは、「大学在職中学生

の養成以外に学術進歩に何等見るべき貢献を為し得なかったことに対し常に慚愧の至に堪えないも

のがあ」ると記す一方で、東大理科大学の年間の研究費が「物理学には約五千円、化学には約四千

円の経常費があるのみ」という状況をふまえて、帝国大学令の第１条に規定する学術の理論及び応

用を教授し並びにその蘊奥を攻究する目的の大学に「研究費の予算が全然ないと云ふのは真に不可

解事である」と嘆いていた。 

 大正２年４月に一時帰国した高峰譲吉は、工業化学会総会の講演で、日本の工業の発達が「世界

の模範を取ったものである、オリジナリテーと云ふものを含んだものは誠に少ない……コッピーと

云うものは何時までもやって居られるものではない」ことを主張していた。これは当時の学界の趨

勢を反映した見解であるが、さらに進んで、科学研究を振興するために「十分に適当な研究所」を

設けることを提唱していた。この提案は財界人の賛同を得て「国民科学研究所」の構想となり、さ

らに理化学研究所の創設につながる 初の提言であった。 

 世紀交代期における科学技術の転形を実感した研究者にとって、大学教授や研究者に求められる

研究とは新たな局面に対応したテーマの選択であり、それに相応しい研究方法の採用であるととも

に、国際的成果を生み出すものであるべきであった。そのさいの研究課題は社会的要請に応じて設

定され、その成果は技術の開発や福利厚生に役立つことが要請されていたという点で、嘗ての古典

的な科学界（アカデミズム）からの要請とは異なっていた。そして、研究の促進を図るための具体

的な措置のひとつとして、研究環境の整備、つまり研究者に対する財政的な支援ならびに設備の整

った研究機関の創設を求めていたのである。 

 

２－２．産業界 

 明治期の日本は、近代国家に必要とされる近代産業の建設において、西欧技術の移植に多くを依

存した。当時の不平等条約は、先進諸国との競争にあたって日本に不利な条件を課す一方で、先進
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国の知的所有権が国内で保護されないことから、お雇外国人の雇傭、留学による知的な技術の習得、

機械装置の輸入といった手法によって西欧技術を移植することで、日本は後進国の利益を活用して

きた。しかし、明治 32 年の条約改正によって、日本も国際社会のルールに従うこととなった。外国

資本に国内市場を開放したこと、万国工業所有権保護同盟条約（俗称パリ条約、1883（明治 16）年

締結）に加盟して外国の工業所有権を認めたことなどがそれである。その結果、西欧技術を移植す

るさいには、外国人・外国企業の保有する特許権やノウハウの購入、指導料の支払いといった知的

財産に対する対価の提供、技術保有者・技術保有会社との合弁会社設立、技術提供の代償としての

資本参加などの新しい方式が採用された。一方、不平等条約の解消によって、関税を高くして国内

産業とその技術を保護することが日本にも可能となった。しかし、外国企業のなかには日本をもっ

ぱら製品の輸出市場とみなし、国内企業への技術譲渡を認めないものもあった。そのため、条約改

正によっても事態は変わらず、国産化の努力を強いられた分野が存在した。その対極には、すでに

一定の技術的水準に達していて、条約改定を契機に技術導入からの脱却を積極的に図った分野や事

業があった。そのひとつは国有鉄道における蒸気機関車の国産化、もうひとつは海軍における戦艦

の国産化であろう。 

 明治 40 年の鉄道国有化法案の施行によって、全国の幹線鉄道網は一元的に運営されるようになっ

た。新設の帝国鉄道庁（翌年鉄道院、のちに鉄道省）は、合併した各社の車両と設備の規格統一を

図るため、明治 44 年に車両称号規程を定めて機関車と客貨車の形式と番号を規格化し、貨車の車軸

も単一規格として互換性のあるものとした。この延長上で、大正 14 年には自動連結器への一斉取替

を実施した。明治 40 年に帝国鉄道庁は、機関車、各種車両および鉄道用品などの新規製作は民間工

場に発注する民業育成策を採用し、国鉄の工場はもっぱら修理を担当することとした。 

 明治 44 年７月に関税自主権が回復して、輸入関税の引上による国内産業の保護政策が実施可能と

なることを見越した鉄道院は、翌 45 年に蒸気機関車を国内工場に発注する国産化方針を採用した。

その年には規範となる 新鋭の過熱式蒸気機関車をドイツ、アメリカなどから輸入し、鉄道院と民

間会社が共同して模造・改良することで、国産化を大正２～３年に実現させた。このときには、汽

車製造と川崎造船が蒸気機関車の製造を担当した。それ以降、中型蒸気機関車、客貨車、各種部品

の国産化を遂げて参入企業は増加した。蒸気機関車や客貨車では、国鉄の主導権のもとに民間企業

との共同開発体制が進捗し、国鉄運輸部工作課の業務は、車両設計では改造図の作成や基本図面の

作成が主要なものとなり、全体設計は製造業者にゆだねるという国鉄と民間工場の共同設計方式が

定着した。第一次大戦前までに機関車の部品を国内で自給できるようになり、大戦期には工作機械

と車両用諸材料の国産化が課題となっていた。 

 鉄道電化は、明治 42 年の信越線碓氷峠を皮切りに、都市部近郊と幹線を中心に進められた。初期

に各国から輸入された電気機関車の規格は多様であり、互換性の乏しさや保守の煩雑さが問題とな

っていた。電気機関車や電車などの国産化にあたっても蒸気機関車と客貨車における方式が踏襲さ

れたが、技術機密に関する製造業者の対応が異なって共同作業化は遅れ、電動車は大正 10 年、電気

機関車は大正 14 年に国産化が実現した。国鉄と主要４社はこの年に電気機関車の協同設計に着手し、

昭和３年に EF52 形を完成して、これが画期となって国産化が進んだ。この間の大正 11 年には、鉄

道省工作局が中心となって、車両の設計、材料、製作方法などの研究と標準作成のための「車両研

究会」を開催したが、そこでは、国鉄、地方鉄道、車輌製造関係会社らの官・産と学との連繋が見

られた。このように、国有化政策で出現した国鉄は、蒸気機関車を国産化する過程で、車両に関し

ては設計・修造を担当し、官営事業の技術移転によって創設された民間企業に製造を発注する体制
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を確立し、国鉄主導による民間企業との共同開発・設計を介して技術開発を計る、官営事業主導の

官・民連携による技術開発の典型例のひとつを作り上げた。その過程で、鉄道院鉄道試験所－総裁

官房研究所は重要な役割を演じ、大正２年には機関車定置試験装置を設備して石炭の試焚試験を始

め、ついで機関車の諸性能試験を行うことで技術改良に資する役割を担っていた。 

 日露戦争期までの海軍は、その建艦・造兵の多くを外国に依存する一方で、横須賀・呉・佐世保

の工廠の整備、日本製鋼所の建設などによって国内体制を整備した。その結果、日清・日露両戦役

の主力艦はイギリス製であったが、日露戦争中に巡洋艦・戦艦の自己設計・自己建造が始まった。

既に明治 16 年には小野浜造船所などの民間造船所に海防艦を発注していたが、この時期には主力艦

を三菱・川崎両造船所に発注するまでになっていた。 

 日露戦争の教訓として、欧米の条約国はすべて戦時中に局外中立を厳守し、日英同盟を締結して

いたイギリスでさえ、完成間近であった当時の 大 良の戦艦「香取」「鹿島」の引渡を拒否した

から、艦船建造を外国依存することの危険性を学び、国産原料を使用して国内で艦艇を建造する体

制を構築する必要性を認識した。明治 39 年９月に海軍大臣斎藤実が閣議に提出した海軍軍備の整備

計画では、世界列強が新鋭の艦艇を建造し、各般の施設を経営し、もって利権の伸張に汲々として

いることに対処して、日本も既得の地位を維持する措置を採ることを求めていた。翌 10 月から始ま

った陸海軍を統一した国防方針と国防所要兵力などの策定にこの整備計画は生かされ、明治 40 年４

月に日本 初の国防方針が決定をみるに至った。そのさい、明治 38 年にイギリス海軍が斬新な主砲

配備と蒸気タービンを搭載した新鋭戦艦（ドレッドノート）を起工したことをふまえ、これと同等

のいわゆる弩級戦艦の建造と新規技術の採用を併せて決定した。その 初の艦艇として明治 43 年に

巡洋戦艦「金剛」を英国アームストロング社に発注したさいには、海軍造船官とともに三菱・川崎

両造船所技師を現地に派遣してイギリスの 新技術の習得をはかった。これが完成・輸入された大

正２年以降、外国で主力艦を建造する例は見なくなり、国産化を達成したとされている。しかし、

それは艦艇の蒸気機関部門や装甲鋼板に限定してのことで、先端技術である光学兵器や無線機器、

さらには航空機においても同様に外国技術の導入が続いたことは云うまでもない。 

 すでに触れた建艦材料の自給策として、明治 35 年に呉工廠に製鋼部を設置し、40 年にはアーム

ストロング・ビッカース両社と日本製鋼所を創設して装甲鋼板および砲熕の製造能力を高めた。建

艦能力の拡充策としては、横須賀・呉・佐世保の各鎮守府の造船廠を明治 36 年に海軍工廠に改組し

て整備し、呉と横須賀の工廠では戦艦および一等巡洋艦を、佐世保では二等巡洋艦を、民間造船所

では水雷艇・駆逐艦を建造する方針とした。また、１号艦は海軍工廠で建造して２号艦以下を民間

造船所にゆだねる方式や、主力艦は三菱・川崎に発注し、補助艦はそれ以外の会社にという棲み分

けも行っていた。 

 造機部門では、明治 35 年に海軍造船大監宮原二郎の発明した水管式ボイラを採用したほか、主機

関は往復ピストン蒸気機関に替えてタービンの搭載を決めて、明治 37 年から関係技術の導入によっ

て実現を図った。技術導入契約には海軍が関与し、パーソンス・タービンは三菱が、カーチス・タ

ービンについては川崎が契約した。両社は外国各社が改良・開発した新規技術を引き続き導入し、

石川島造船・大阪鉄工の２社は建艦に新規参入するため、別途にタービン技術を導入した。このと

き石川島が導入したエッシャ・ウィス社のツェリー式を出発点として、海軍と共同で開発された艦

本式タービンは大正 11 年に駆逐艦に搭載された。なお、これらのタービンは発電機など陸用機関に

も使用され、造船企業の多角化に重要な役割を果たした。 

 造船分野の特徴として、個々の技術を導入するさい、海軍省を含めて複数の企業が個別に導入契
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約を締結し、しかも新規技術や改良技術が次々と導入されたことである。のちに見る電気機器工業

における技術導入が、資本提携を伴う包括的契約であったこととは対蹠的である。また、技術開発・

移植にあたって、海軍主導による協調・連帯が図られていた。海軍と造船各社の間で見られる、い

わゆる軍・民の連繋は、電信電話事業や国鉄における官・民の関係に類似するものであったことは

言うまでもなかろう。明治 41 年には試験水槽をもつ海軍艦型試験所が設置されるが、こうした試験

機関を利用した協同研究を介した軍・民関係も見られた。 

 外国資本の進出による企業の設立は、電気工業の分野で見られた。関税条約の改正が発効するの

を見越して、官営電話事業に機器を輸出していたウェスタン・エレクトリック（WE、のち IWE）社

は、明治 31 年に岩垂邦彦と合資会社日本電気を設け、三吉電機を買収して製造に進出し、ついで条

約が発効した明治 32 年７月に株式会社に転換した。逓信省による機器国産化の方針に沿って、WE

社の製品を模造した日本電気は優位に立った。明治 45 年に設立された住友電線は、株式と交換に

IWE 社の技術を導入した。主要な提携をあげれば、重電機分野では明治 42 年に芝浦製作所がジェネ

ラル・エレクトリック（GE）社と、白熱灯製造では明治 38 年に東京電気が GE 社と契約していた。

これらに倣って大正 12 年に三菱造船の電気部門から独立した三菱電機はウェスチングハウス（WH）

社と、明治 29 年に設立された古河鉱業が電気機械製造分野への進出に当たって大正 12 年に設立し

た富士電気はシーメンス社と、大正４年設立の日本無線電信機製造所は大正９年に日本無線電信電

話（後に日本無線）と改称して 13 年にテレフンケン社と、それぞれ提携した。これらの提携の意図

や内容はそれぞれ異なるが、技術の国産化を促す措置であったことで共通している。 

 外国技術を個別契約で導入する方式は、すでに触れた造船分野のほか、既存の工業の新規技術へ

の対応、さらには新規部門への進出において試みられた。すでに触れたように、技術を総体として

導入することは巡洋戦艦「金剛」の発注で一段落を画したが、蒸気タービンの製作技術を導入する

ために、海軍、三菱造船所、川崎造船所などが個々の技術について導入契約をむすび、新規参入企

業もまた外国技術の導入契約をむすんでいた。造船各社が舶用ディーデル機関の製造を始めたとき

や、冷凍機・製氷器、高圧ガス圧縮機、分解圧延装置などの産業機械を製造するさいにも個別技術

の導入契約によっている。代表的な新規部門である航空機製造業では、外国人技術者の雇用ととも

に、この方式が盛んに見られた。アンモニア合成工業についても同様である。 

 この時期の特徴を もよく示すのは、大学教授の研究業績をもとにした新規事業の起業者が現れ

たことであろう。ここには２つの到達点が示されている。ひとつは、日本の大学における研究成果

の一部が新機軸の名にふさわしい水準に達したこと、もうひとつは、科学技術者の養成が軌道に乗

って、そうした研究成果を事業化できる人的蓄積が日本社会にそなわったことである。井口在屋に

よるゐのぐち式渦巻ポンプの企業化と、藤岡市助による白熱舎の設立は既に指摘した。自己の研究

開発の成果をもとにした新規企業の創設は、野口遵と藤山常一のように各人の発明した石灰窒素製

造炉をもとにした日本窒素肥料と電気化学でみられる。久村清太と秦逸三によるビスコース法レー

ヨンの企業化もあった。これらのなかには、以降の発展のために、自己技術の開発とともに外国技

術の導入や模倣に依ることもあり、白熱舎は後者の代表的事例である。当初から外国企業と合弁す

る例も生まれた。岩垂の日本電気がその代表である。 

 大学人の発明を事業家が援助して企業を創始した著名な事例のひとつが、先に見た池田による味

の素である。さらに多くの事例は、「和漢薬」から「洋薬」への転換と製造を試みていた医薬品業

界に見られる。外国技術との格差が著しいなかで、明治 32 年に設立された三共商店（のち三共）は

高峰譲吉の特許製品の輸入販売、アメリカのパーク・デービス社製品の一手販売から各種薬品の製
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造に進出し、大正２年に株式会社に改組したときに高峰が社長に就任した。すでに触れたように、

東大教授、衛生試験所技師が開発した薬品を少なからず企業化した代表的企業といえよう。品川工

場内に研究施設を設けて研究を始めるとともに、下山順一郎、長井長義、鈴木梅太郎らを学術顧問

に迎えていた。 

 

２－３．研究開発体制の創始 

 近代産業の構築が一定の進捗を示すなかで、中央官庁は早い時期から技術問題に対処するため、

陸海軍や官営事業では移植技術の国産化を図って、それぞれが関係する試験研究機関の設置、拡充・

整備を進めていた。企業においても外国技術からの自立、導入技術の改良・発展などのために、試

験研究体制の整備に着手し始めていた。 

 

⑴ 国立試験研究機関 

 中央官庁は担当行政に関わる技術政策の一環として直轄の試験研究機関、いわゆる国立試験研究

機関を設立していた。いわゆる政策官庁では、行政の補助機関として試験研究機関が位置づけられ、

試験研究のほか調査や検査などの担当機関も含まれていた。いわゆる現業官庁が所管する試験研究

機関は官営事業の附属機関であるが、関係する分野の監督や検査の担当を行うことで行政の補助的

役割も演じていた。 

 国立研究機関の設置は早い時期から見られた。内務省は政策官庁と呼ばれるが、現業部門として

所管する衛生業務における医薬品の試験と検定のために、衛生局所管の東京・大阪・横浜の３試験

所（当初は文部省所管で明治７年に設置された司薬場を内務省に移管して改組し、明治 16 年設置）

を設置し、地方行政の基本的な土地台帳作成のために地理局測量台（明治 14 年）を設けていた。農

商務省には地質測量、地下資源の調査など、地質図の作成を目的とした地質調査所（明治 15 年）、

重要作物の試験のための圃場として重要穀菜試作地（明治 19 年）等が設置された。現業を所管する

工部省には、官営電信電話事業のための電信局試験科（明治８年発足の電信寮製機科試験室を改組

し、明治 16 年）が設置された。 

 明治 18 年 12 月の内閣制度の発足にともなう中央官庁の再編成により、附属試験研究機関の再編

と新設による新たな進展が見られた。そのさい、所管業務の変更、それに調査、検査、観測などを

含めた広義の試験研究機関の所管をめぐって、行政整理にからむ所管の変更もあった。大蔵省では、

所管する現業官庁の造幣局と印刷局にそれぞれ試験研究機関を設置していた。また、醸造試験所（明

治 38 年５月）は、当初は農商務省で設置が計画されていたが、徴税行政に関する補助機関として、

事業目的を税源培養に変更して大蔵省に移管・設置された。内務省では既存組織の改組により、独

立官制をもつ東京・大阪・横浜の３衛生試験所（明治 20 年５月）を設置したのにくわえ、伝染病の

病原の検索、予防、治療法の研究、予防材料の検査、講習会などのための伝染病研究所（明治 32

年４月）を設置した。 

 文部省には、学術ないしは科学技術の関係部門が集約化された。早い時期に見られる事例のひと

つは、観象事業（天象観測・気象観測）をめぐる海軍・内務・文部３省の争いで、天象観測を文部

省、気象を内務省の所管として明治 21 年に一応は決着した。これを承けて設置された東京天文台は

帝国大学理科大学所属となった。しかし、気象事業は次の財政整理・行政改革の目となり、文部省

への移管が明治 26 年に閣議決定され、日清戦争のために遅れたが、戦後の明治 28 年に実行された。

明治 24 年の濃尾地震を契機に、地震に関する基礎的調査の研究のために設置された震災予防調査会
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（明治 25 年６月）と、万国測地学協会（明治 19 年に発足、明治 22 年加盟）の国際的共同事業とし

ての緯度変化観測のために設置された臨時緯度観測所（明治 32 年９月）を文部省は所管していた。

設置経緯は上に述べたようにそれぞれ異なるものの、いずれも学術的色彩の濃厚な現業研究機関で、

独立官制をもっていた。このようにして文部省は、初等中等教育はもとより、高等教育の諸学校を

所管することで教育行政の中央省庁としての立場を強化するとともに、学術行政の所管省としての

性格を明確にしていた。 

 農商務省は、農業関係の農事試験場（明治 26 年４月）などを整備していったが、地質調査所に加

えて検定機関としての中央度量衡器検定所（明治 36 年 12 月）、検査機関として生糸検査所（明治

28 年７月）、国家の中央工業試験研究機関として工業試験所（明治 33 年６月）を設置した。いず

れも所管行政の補助機関であった。 

 これに対して逓信省では、電信局所管の官営電信電話事業のために、電信局試験科を電気局電気

試験所（明治 24 年８月）に昇格させ、ついで逓信省が電気事業の監督局となるとともに電気試験所

は一時期その監督業務を担当する部局も兼ねることになり、さらに電気標準の所管も行う幅広い業

務を担当する試験研究機関となった。独立官制をもつようになるのは遅く、第一次大戦期の大正７

年のことである。もうひとつの監督業務である船舶に関する試験研究機関の設置は、この時期はま

だ懸案事項にとどまっていた。 

 官営鉄道業務は逓信省所管となったが、幹線私鉄の鉄道国有化に対応して発足した帝国鉄道庁鉄

道調査所（明治 40 年４月設置）は、本体が鉄道院－鉄道省と改組されるに伴い、試験研究機関も改

組・改称され、鉄道試験所、大臣官房研究所となった。蒸気機関車の国産化に関連して事業を整備

したほか、所管する省庁が私設鉄道の監督官庁でもあるのに対応して、鉄道試験所も業務を拡張し

た。国立試験研究機関と呼ばれる中央官庁直轄試験研究機関の設置において、農商務省では比較的

早く明治期から独立官制をもつものとして設けられ、内務省でも衛生関係では同様であったのに対

して、逓信省や内務省土木・港湾部門において独立官制をもつ試験研究機関の設置は遅かったので

ある。しかしながら、明治期ないし第一次大戦より前の時期にあって、試験研究機関の主体は国立

試験研究機関であった。 

 このような関連分野の発展にともない、国立試験研究機関は、設立当初の事業目的を超えて国家

的行政の立場から幅広い分野を対象とした機関に変容し、科学技術のほぼ全分野を包括した試験研

究を実施するようになった。また、この時期には地方公立試験場が農業、工業（製糸、織物、染織、

漆器、陶磁器などを含む）、醸造業などの分野ごとに数多く設置され、伝統産業ないし地場産業の

技術発展に貢献した。これらの国公立試験研究機関は、業種別に階層的な体制を構築していた。こ

のようにして、国家としての行政に係わる試験研究体制の枠組みが形成され、国立試験研究機関を

中心としたこの体制は、それ以降の１世紀以上にわたって維持された。 

 しかし、日露戦争後には国際情勢を視野に収めての措置、とりわけ関税自主権の確立に象徴され

る近代国家としての成立を確かなものとするための研究体制の再編・整備に関して、少なくない課

題が提起されていた。政府の審議会である生産調査会は府立大阪工業試験場の国立移管を建議（明

治 43 年 12 月）し、帝国議会では、鉱業試験所の設置と、京都市陶磁器試験場の国立移管をもとめ

る建議案を可決（明治 44 年３月）していた。逓信省における船舶試験機関設置の省議決定（明治

45 年）や、農商務省傘下の生糸検査所の試織部を絹業試験所に、農事試験場の園芸部と製茶部を園

芸試験場と製茶試験場に分離・独立するといった既存試験機関の部門を母体とした新設計画等もあ

った。既に指摘した国民科学研究所の創設案は、国家としての中央官庁所管の試験研究機関を含め
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た国家体制の拡充という制度改正の一環として、大学や産業界も視野に収めた基礎的研究のための

大規模な研究研究機関として構想されていた。 

 軍部もまた、科学技術の試験研究体制を整えていた。陸軍は、技術兵科の技術に関わってきた砲

兵会議と工兵会議を併せた陸軍技術審査部を明治 36 年に設けて、兵器などの技術問題の調査・試験

研究などとともに兵器採用に関する審査を担当させた。このなかの試験研究部門が、のちに陸軍科

学研究所（大正８年）として分離・独立した。この年には火薬研究所も設けられた。小銃、精密兵

器、小型兵器の製造に特化した東京砲兵工廠は、明治 39 年に技術課を置いた。新規技術に関しては

各種階層の委員会を発足させ、それらでの検討をふまえてその処置を決めていた。航空機に関して

は、明治 42 年７月に陸軍大臣・海軍大臣の共管のもとに臨時軍用気球研究会を設置して試験研究に

乗り出した。無線については明治 43 年３月に工兵監のもとに陸軍無線電信調査委員会を設置してい

たし、軍用自動車については、明治 45 年６月に軍務局長のもとに軍用自動車調査委員を設置して実

用化を図っていた。 

 海軍では明治 22 年に海軍造兵廠を設けて兵器、火薬などの造修を担当させ、明治 30 年の海軍造

兵廠条例によって横須賀、呉、佐世保に海軍工廠を置いて艦船や兵器の造修を担当し、東京の造兵

廠を東京造兵廠と称して兵器の造修と試験を行った。明治 33 年に海軍兵器廠を設けて呉ほかの各軍

港に置き、東京造兵廠を海軍大臣直轄から海軍艦政本部長の所管に移した。東京造兵廠は、無線な

どの電気兵器や光学兵器などの研究を担当して造修と試験機能を持ち、後の海軍技術研究所（大正

12 年）の前身となった。明治 41 年 12 月には海軍艦型試験所条令（翌年２月１日施行）を公布して、

東京造兵廠の敷地内に海軍艦型試験所を設けた。明治 42 年には海軍造兵廠に火薬部を置き、大正３

年に下瀬火薬の製造事業を追加した。さらに大正７年には海軍航空機試験所を設置していた。新規

兵器に関しては、明治 33 年に海軍無線電信調査会を、航空機については陸軍の求めに応じて臨時軍

用気球研究会に参加していたが、海軍の意図する航空機の使用方法と性能などが陸軍機とは異なる

ことから、明治 45 年６月に海軍航空術研究委員会を追浜に設置して独自の研究を開始し、これが海

軍航空機試験所となるのであった。 

 

⑵ 大学の研究機関 

 この時期の高等教育機関における主要な課題は教育体制の整備にあった。教育と研究は一体とい

われているが、専門によって差異があるものの、理工系分科大学の研究設備は十分とは言えなかっ

た。大学の研究機関と称されるものは限られ、研究のための体制ないし施設の整備は進まず、明治

期に設置された独立の機関は限られていた。これらは大学の官制に記されているものもあったが、

多くは学内措置であり、独立官制をもつものではなかった。 

 東京大学が創設された明治 10 年４月 12 日の直後の４月 14 日、文部省直轄の教育博物館附属の小

石川植物園を東京大学に移していたが、これは学術研究の性格が濃い政府関係事業を大学が所管す

るようになった始まりとされる。その淵源は江戸幕府が貞享元年（1684）に設けた薬草園で、明治

になって、東京府、大学校、文部省博物局などを経て明治８年に文部省博物館（後の教育博物館）

附属の小石川植物園と改称され、日本で 初の植物園となって植物の研究調査を事業としていた。 

 明治 11 年２月８日に、東京大学は理学部の観象台（後の天象台）の建設を企図して研究機能の整

備を図っていたが、明治 21 年５月 26 日の閣議において、この事業を内務省の編暦事業や海軍省の

観象台とあわせて再編成し、天象観測と編暦を文部省の事業とした。文部省はそれを承けてこれら

を帝国大学の所属として、旧海軍観象台の場所に東京天文台を設けて諸事業を実施した。したがっ
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て、東京天文台は純粋の研究機関ではなく、編暦という現業を主な業務とする機関であった。この

起源も江戸期に遡及されるが、明治政府は旧浅草天文台の管理を東京府に命じ、ついで撤去を決め

たときに器械類を開成学校に引き渡した。旧幕時代の編暦業務は、いくたの変遷をへて明治９年に

内務省の所管となった。 

 臨海実験所は、植物園と天文台が江戸期からの伝統のうえに再編・設置されたのに対して、明治

18 年に企画された施設で、20 年に竣工した後、直ちに利用が始まった。明治 26 年８月の帝国大学

官制では、東京天文台を理科大学附属とし、理科大学教授から補任された天文台長が事務を掌理す

るとしていた。明治 30 年に植物園が、31 年には臨海実験場が理科大学附属の施設として官制に記

されたが、いずれも独立した予算や教員定員は持たなかったことで示されるように規模の小さな機

関であった。東大を始めとした帝国大学が研究を目的とした機関、つまり独立官制をもつ附置研究

所を設置するのは第一次大戦になってからであり、それ以前の帝国大学は研究機能が充実していな

いばかりか、制度的な整備も充分とは言い難いものであった。 

 

⑶ 企  業 

 いくつかの大企業では研究機関を設置し始めていたので、それらの代表的事例を概観する。三菱

造船所は、その事業展開にあわせて行った試験研究体制の整備において同業他社を先導する地位に

あった。長崎造船所では、船舶建造の事業のために、設計部門の整備と並んで試験研究部門を整備

し、その主要なものは分析や材料試験の諸設備の整備および船型試験場の建設であった。 

 明治 41 年 10 月に、三菱造船所は慣習に従っていた職制を職能別の担当役職名に従ったものに改

めた。そこでは、所長、副所長、通信役、会計役、予算技師、機関設計技師、造船設計技師、電機

設計技師、勤怠主事、取締長、建築技師、機関工場支配人、造船工場支配人、船渠長をおき、機関

設計技師が機関製図所の長で、新機関の設計を担当するほか、分析試験所および材料試験所を管轄

した。そして造船設計技師が造船製図所の長で、新造船の設計を担当し、試験タンク（水槽）およ

び写真場を管轄していた。 

 この職制の制定前後に、同所では試験研究の整備を進めた。日露戦争開始直後の明治 37 年７月頃

には、飽ノ浦の鋳物場に分析室および材料試験室を設置して、化学分析、材料試験を開始した。明

治 41 年 10 月の職制によれば、機関設計技師の管轄のもとに分析係（室を改めて係）と材料試験室

が設置されていた。明治 44 年には、材料試験室が材料試験係に昇格した。この年には分析室・材料

試験室を建設し、大正元年 12 月に機関設計技師の管轄のもとに分析係、材料試験係および顕微鏡室

を設けた。分析室発足の翌 38 年 11 月、船型試験場水槽の調査・研究にイギリスに派遣されていた

技術者が帰国したので、明治 40 年１月に船型試験水槽に着手し、８月には試験水槽が完工し、翌

41 年５月に船型試験場が竣工した。先に触れた明治 41 年 10 月に制定した職制では、造船設計技師

の管轄のもとに試験水槽係を置き、船型試験場を担当していた。これらの試験施設の整備は、イギ

リスにおける事情調査から試験水槽の重要性を窺知し、船舶の大型化・高速化、さらには導入した

タービン製作技術の習得・確立という要請によるものであった。 

 東京電気（のち芝浦製作所と合併して東芝）では、明治 32 年（1899）４月に三田工場の２階に設

けられた実験室がマツダ研究所（電球の商標名に由来する）の起源としている。輸入電球による圧

迫に抗して、材料購入費の削減といった要請を背景に設置された。明治 38 年１月には GE 社との資

本提携によって、新規技術の吸収と共に自社内でも押出タングステンフィラメント、ガス入り電球

の製品化の研究を試みていた。明治 40 年には新築の川崎工場に移転し、ついで大正２年２月、複雑
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化した社内組織の整備のために再編した新職制の本社工業部技術課が電球の技術面を担当して材料

試験を開始した。同２年８月に従前の実験室を理化学実験室と命名し、渡米して GE 社との提携の交

渉に当たった技師長新荘吉生（明治 31 年東大物理卒、のち社長）が室長を兼ね、そのもとに 10 数

名の専門家が電球の耐震試験、光度測定や寿命試験など、電球に関する物理・化学の試験に従事す

る体制となった。その目的として、電球およびその他一般製造技術に関する学理的研究を掲げてい

た。 

 芝浦製作所は明治 26 年、その 初の職制において工場を担当する技術課を設け、技術の企画・開

発を管理する「設計」部門を附属させた。株式会社発足時の翌 38 年には製造部門を工場部とし、技

術関係部門を電機部・機械部として、これらの２部門には設計・予算・検査の各係を置き、生産の

流れを管理する体制をつくった。翌 39 年に電機部検査係のもとに研究室を置いたが、約 20 坪程の

木造小屋を研究室に転用する状態であった。明治 42 年、GE 社と技術提携契約を行い、多くの技術

者の派遣、ノウハウの提供などによって芝浦製作所の技術は向上し、電気事業の拡張が著しいこと

から明治 44 年には石川島造船所とのあいだで電機・機械製作事業を交換・移譲し、電機製造業の専

業会社となった。これらに対応して、研究室の活動が展開した状況は詳らかでない。 

 外資合弁会社として発足した日本電気が社内の体制を革新したのは日露戦争後の明治 41 年で、こ

のときに技術部を設置した。これは WE 社が開発した新技術の報告を消化して、その水準に追いつく

ための措置であった。電気機器製品の開発を試みるために、この技術部に研究科と規画科を設けた

のは大正９年であった。競争他社に較べて立ち遅れていた研究開発の再編強化策は、大正 13 年に無

線事業への進出に際して技術部を拡充して２つの実験室を設けたときに採用された。 

 外国技術の受容に当たって、事業本体はもとより個別部門に外国技術を導入して事業を展開して

いるなど、その受容の様式や方策は会社や産業分野によって異なり、自社技術の開発から外国技術

の模倣・消化までの技術政策の選択はさらに多様であることは言うまでもない。上に見たように、

導入した外国技術を主要なものとしている企業においてさえ、それに対応する試験研究体制の整備

はさらに多様であって、単純化は危険であろう。とはいえ、新規技術による企業経営は、多くの利

益を得ることを保証している。この創業者利益を求めての体制の整備とともに、それを補完する外

部の研究開発の成果の吸収や外国資本との技術提携が模索される時期にきていたと言えよう。 

 

３．大学の変容と産業界 

 

３－１．大学における研究体制と附置研究所 

 第一次大戦の衝撃を受けて膨張する産業社会の要請に応えて、政府は新たに大学令を公布し、帝

国大学に代表される複数学部をもつ総合大学のほか、単科大学、私立大学を大学と認めることとし

た。これは、大学の制度的整備と量的質的な拡充をねらうものであった。大学の制度的改革につい

ては、臨時教育会議における諮問と答申をへて、新たな大学令の公布などによって大学の設置を容

易なものとした。量的拡大は高等教育機関の拡張政策によって実施した。研究の向上策は、大学に

おける研究設備の充実と経費の増加を図ることで試みられ、研究機能の拡充のために従前は見られ

なかった大学附置研究所を設置した（表１）。 

 しかし、国家としての研究体制の整備は、従前のように大学のみでは論じられなくなった。その

代表的なものが理化学研究所の創設であろう。国家的レベルの基礎研究機関として理化学研究所が

設置されたことは間違いない。高峰譲吉が提唱し、化学工業調査会における審議の結果をまとめて
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大正５年に理化学研究所設立の建議案が政府に提出され、理化学研究所補助法案が議会の協賛を経

て設立認可を得たのは大正６年３月であった。この事業と前後して、中央官庁直轄研究機関の整備

と新設も進んだ。この流れのなかで、大学の研究体制の整備も検討されなければならないが、その

前に大学を含めて高等教育機関の諸制度の改革を見ておく必要があろう。 

 大正６年９月に寺内正毅内閣が設置した臨時教育会議には、翌７年５月に諮問第３号「大学教育

及専門教育ニ関スル件」が提示された。翌６月の答申を承けて、大学と専門学校との区別を明確化

し、総合大学のほかに単科大学と私立大学を認めたことで、大学の範疇を拡張して大衆化する一方、

帝国大学で示された高度な教育・研究機能を維持し、高等学校を大学の予備校と明確に位置づけて、

大正７年 12 月に新たな大学令と高等学校令を公布した。ここに、先に施行されていた専門学校令と

併せて、大学と専門学校の体系化が図られたといえる。しかし、専門学校の上昇志向によって新た

な型の大学が生み出されて大学の多様化が進み、高等教育の拡張計画によってそれが促進された。

高等教育機関の大拡張は、寺内内閣の後を承けた原敬内閣の手で大正８年２月に実施された。総予

表１ 帝大附置自然科学系研究機関の設置時までの経過─大正期─ 

 
　東大附置伝染病研究所
明治25年11月30日 大日本私立衛生会附属伝染病研究所として設立
明治26年３月13日 内務大臣命令書を発す
明治29年３月31日 血清薬院官制公布(勅令第104号)技師・技手制度

痘苗製造所官制公布(勅令第104号)技師・技手制度
明治31年10月22日 血清院の定員削減。技師・書記の各１名削減（勅令第266号）

痘苗製造所の定員削減。書記１名削減（勅令第267号）
明治31年５月19日 血清薬院に顧問を置く(勅令第224号)北里柴三郎顧問に就任
明治32年３月24日 官制改正(勅令第58号)顧問の手当の件を改正
明治32年３月31日 内務省所管伝染病研究所官制公布(勅令第93号)部長・助手制度
明治32年４月10日 痘苗製造所に顧問を置く(勅令第129号)北里柴三郎顧問に就任
明治34年４月27日 血清薬院、ペスト事業のため技師・技手の各１名増員（勅令第70号）
明治35年12月４日 大阪痘苗製造所を廃止し、所長１名、技手12名、書記１名を削減（勅令第269号）
明治38年３月29日 行政整理。新伝染病研究所官制公布､血清薬院・痘苗製造所官制廃止(勅令第88号)

伝染病研究所は技師・技手制度に変更
既存３機関の該当職に比べて院長・所長・技手各１名、書記２名削減

大正元年 第２次西園寺内閣臨時制度整理局､伝研廃止し、痘苗・血清製造を医科大学移管案作成
大正２年６月 山本内閣整理要項で、伝研の判任官(技手・書記)３人と一般経費の節減案作成
大正３年10月14日 文部省に移管(勅令第221号)
大正４年10月13日 検定業務を追加(勅令第181号)
大正５年３月31日 東大移管、東大附置伝染病研究所発足（勅令第47号）技手・書記各１名削減

　東大附置航空研究所
明治42年７月31日 陸軍省・海軍省所管臨時軍用気球研究会官制公布(勅令第207号)。大正８年４月廃止
第36特別議会 航空研究所設置の建議案可決
(大正４年５月20日～６月９日)
第37議会 航空研究所創設予算案(一般会計に２ヵ年継続で)協賛
(大正４年12月１日～５年２月28日)
大正５年４月１日 東大に航空学調査委員会発足
大正６年度経費(臨時部) 航空機の研究費として１万円計上
大正７年度予算案 航空研究所研究事業開始に伴う創設費の追加
大正７年４月１日 総長達により東大附属航空研究所設置(学内措置)
大正７年７月３日 東大附属航空研究所官制公布(勅令第270号､東大官制中改正)
大正８年４月１日 東大の官制改正(勅令第50号､分科大学が学部となる)
大正10年度予算案 航空研究所の組織を拡大し､その施設を充実する経費を計上
大正10年７月11日 航空研究所官制公布（勅令第310号）

　東北大附置金属材料研究所
大正４年５月 三共専務塩原又策､佐藤定吉の研究助成に１万５千円寄附

（その後の追加寄附を合計して４万円)
大正４年８月19日 理科大学に臨時理化学研究所を置く(学内規程制定日)
大正４年12月21日 住友家､本多の研究に２万１千円を３回に分けて寄附（奨学費寄附願）
大正５年４月１日 臨時理化学研究所に第１部と第２部を置く(学内規程)
大正８年５月 住友家､建築費5万円､設備費10万円､３ヵ年継続経費補助５万円､計30万円寄附申し出
大正８年５月22日 東北大附属鉄鋼研究所官制公布(勅令第229号､東北大官制中改正)
大正11年度予算案 附属鉄鋼研究所の拡張経費を計上
大正11年８月９日 金属材料研究所官制公布（勅令第361号）

　京大附置化学研究所
大正４年８月 理科大学附属化学特別研究所を置く(学内措置)
大正６年10月 サヴィオルの提供開始
大正15年度予算案 理学部化学特別研究所拡張費を計上
大正15年10月５日 化学研究所官制公布（勅令第313号）
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算 4,450 万円の６カ年計画で、帝国大学では４学部新設、６学部の拡張、商科大学１、医科大学５

の新設のほか、高校、高専などの多数の新設を図るものであった。 

 臨時教育会議の審議はもとより、高等教育機関の拡張という政府施策の展開のなかで、大学の規

範は帝国大学であるという考えが定着化した。このことは、とりわけ大学の事業目的において明ら

かであり、帝国大学令に代わる大学令では、大学が「国家ニ須要ナル学術ノ理論及応用ヲ教授シ、

並其ノ蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的」とする規定に引き継がれた。 

 大学令のもとでは、分科大学に代わって設けられた学部によって大学が担われることになった。

学部には「研究科ヲ置クヘシ」と規定しているものの、事業内容の詳細には触れていない。臨時教

育会議の答申においても、研究科は学部卒業生および学部が適当と認めたものが「研究ニ従事スル

ヲ得」る場所としているにすぎず、つまり学部に「学理ノ蘊奥」の攻究をも併せて担わせたのであ

った。そして、学術の蘊奥を攻究することは複数の学部に渉って「相索聯シテ攻究」することであ

るとして、これを大学院に担わせようとした。すなわち、大学と大学院に分離していた事業内容を

学部に集約し、大学院をその実態にそくして研究科間の連絡調整機関としたといえる。そして学部

の担う「学術ノ蘊奥」を十分に攻究する目的を達成するために、学術研究の設備の充実・完成に

も力を入れるべきだとしていた。研究機能の拡充に関する議論は、このような抽象的内容に留まり、

具体化とりわけ制度面にまで及ぶものは見られなかった。 

 この点に関連して、大学に関する諮問が臨時教育会議に発せられる直前の大正７年２月に、東京

帝国大学の教授十数名が作成した「大学制度改正私見」のなかに、「学術研究所（仮称）」の設置

が記されたことは興味深い。この改革案では、新たな大学の設置とともに学術研究所の新設が提案

されていた。すなわち、既存の帝国大学・分科大学・専門学校（私立大学を含む）を適宜改造して

新しい大学を設置するとともに、この大学とは制度上別個に学術研究所（仮称）を設けて、大学卒

業後あるいは一定期間、学術の蘊奥を攻究する機関としていた。いわば、学術研究所（仮称）とい

う独立大学院を設置する提案と評することができるが、そのほかは臨時教育会議の答申と大差ない

ものであった。したがって、次に検討するように、大学における研究機関の設置と直接に結びつい

た主張とは言い難いものであった。 

 既に東大には附置研究所として伝染病研究所があり、理科大学の附属研究機関として東京天文台、

植物園、臨海実験所などが設置されていた。しかし、臨時教育会議が大学に関する諮問を審議する

過程では、こうした附置ないし附属研究機関に関する議論はなかったものと見てよかろう。あるい

は、内務省伝染病研究所の東大移管が紛争を生じたことから、大学の研究機関に関する議論は忌避

されたのではなかろうか。あるいは、それより以前に文部省自身の手で、あるいは文部省と東大と

の間で実務的な処理が進んでいたと思われる。というのは、伝研移管について議会では論議があっ

たが、大正３年 10 月の閣議決定では、伝研の移管は内務省と文部省の間で調整済みのことであった

し、大正５年３月の文部省から東大への移管も予定通りの処置であったといえる。文部省から東大

に伝研を移管するときには、大学内での位置づけを巡って、東大官制の改正による附属研究所とす

るか、独立官制を持つ東大附置研究所とするかが問題となったことは閣議請議の文書から推察でき

るが、それ以上の紛議は見られない。 

 東大附置航空研究所（航研）は、大学が自らの主導性のもとに設置した研究所といわれているが、

大正 10 年７月の附置航研の設置に至る経過を、東大総長山川健次郎の伝記と議会における審議状況

から構成すれば以下のようになる。航研設置の具体的な着手は、大正４年３月４日に、総長山川健

次郎が臨時軍用気球研究会の委員で東大教授の田中舘愛橘・横田成年と航空学講座開設を協議した
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ときとされる。このとき、航空学講座とそれに附属して航空研究所を設置する案をまとめ、政府、

貴族院、衆議院などの関係者に実現に向けての援助を求めた。山川は４月 20 日に航空研究所を東大

附属とすることに決めて、趣意書を内閣に提出した。山川の側からの言及はないが、東北大総長北

条時敬の日記（後述）からに見られるように、５月 17 日に文部大臣官邸において帝大総長全員と文

部省首脳とが、大学に研究機関設置を設置する件について「内議」を行った。さらに、５月 20 日に

山川は、文部大臣一木喜徳郎と航空学教室のことを面談した。第 36 特別議会（大正４年５～６月）

において、同年６月８日に「航空学講座設置ニ関スル建議案」が可決され、第 37 議会（大正４年

12 月～５年２月）において航空研究所設立のための追加予算案が協賛を得、航空学５講座の設置要

求も認められた。 

 それ以降の流れを瞥見しておくと、大正５年４月１日に東大に航空学調査委員会（委員長田中館

愛橘）を設けて航空学講座の具体化と航研の用地の選定を行った。この計画案をもとに作成された

大正７年度予算案が議会で協賛され、大正７年７月３日の東大官制中改正で工科大学に航空学４講

座、理科大学に航空物理学講座、および東大附属航研が設置された。そして、大正 10 年４月に独立

官制の施行により附置航研が創立された。したがって、附属航研の設置に至る過程で、とくに航研

を東大内に設けることは、その設置予算を大正５年度に計上することが決まった時点、つまり大正

５年の初めに決定していたこと、それは臨時教育会議設置以前のことであり、文部省はこの大正４

年という時期、もっと具体的には同４年５月に大学における教育研究機能の拡充のために特定事項

の研究を目的とした附属研究所の設置を容認していたと見てよかろう。 

 次に、東北大において、理科大学臨時理化学研究所の設置から附属鉄鋼研究所の設置に至る経過

を見よう。当時、東北大には工科大学（のち工学部）設置が予定され、教授に予定されていた井上

仁吉が、弟子の佐藤定吉を附属工学専門部の教授に推薦していた。この佐藤が、大豆蛋白質を原料

にした角質物質（不燃性セルロイドあるいはセルロイド類似品と呼んでおり、後に商品名サトウラ

イト）の製法を研究していたことが事の発端である。佐藤は大正３年９月に東北大に赴任し、同年

11 月には特許を出願した。翌４年４月３日の工業化学会年会の後、東北大総長北条時敬は井上・佐

藤とともに三共株式会社品川工場を訪ね、不燃セルロイドの工業化や研究費の助成などについて専

務の塩原又策と会談した。４月 20 日に塩原は、佐藤の研究に研究費を寄附する件について同意した

旨を北条につげた。そこで、４月 30 日に北条・井上・佐藤・塩原は協議し、それをもとに佐藤と塩

原の間で研究費助成などの件について合意文書「協議要録」を作成した。この会談の途中で退席し

た北条は、文部大臣一木喜徳郎と面談して大学の研究の件を懇談した。５月 17 日には、先に触れた

ように、東大総長兼京大総長山川・東北大総長北条・九大総長真野文二の帝大総長全員と、文部次

官福原涼鐐二郎・専門学務局長松浦鐐鎮次郎らの文部省首脳が、文部大臣官邸において「大学ニ研

究機関設置ノ内議」を行った。東北大では、８月 19 日に学内措置として「臨時理化学研究所規程」

を制定し、理科大学附属臨時理研を発足させた。 

 これより先の大正４年７月、北条は旧知の住友総理事鈴木馬左也と東北大の研究事業に関して内

談した。同年 12 月には住友鋳鋼所を見学したのち、住友家と鉄鋼に関する研究資金寄附の件を協議

して承諾を得た。住友吉左衛門から本多光太郎への研究費の寄附は翌５年１月に行われ、これによ

って臨時理研に鉄鋼研究を加えることに成功した。大正５年４月１日には臨時理化学研究所規程を

改正して、佐藤の担当する化学部門を第一部、本多が担当する物理学部門を第二部とした。このよ

うに、東北大の臨時理研は寄附金支弁方式で発足し、拡充されていった。しかし、佐藤の研究は工

業化に失敗し、大正８年２月 23 日に佐藤は東北大を退職した。北条はすでに東北大を退職していた
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が、住友家の寄附を仲介して再度実現させ、大正８年５月 22 日には東北大官制の改正という附属航

研に倣った措置により、２番目の大学附属研として附属鉄鋼研が発足した。大正 11 年８月には、独

立官制による附置金属材料研究所（金研）を設置することで、さらなる整備・拡充を実現した。 

 京大では、同時期の大正４年８月（日を欠く）に理科大学化学特別研究所を設けていた。その直

接の淵源は、兼任総長山川の勧めによって、理科大学教授久原躬弦が駆梅剤「サルヴァルサン」の

開発研究に同年４月に着手したことであった。この開発は５月には一応の成果を収め、商品名「サ

ヴィオール」および「ネオサヴィオール」の合成に成功した。化学特別研究所は、これらの製造法

を技術的に確立する研究のために設置されたもので、先の帝大総長全員と文部省諸首脳の内議の結

果による措置と推断してよかろう。 

 理科大学の臨時理研と附属鉄鋼研を経由して附置金属材料研究所の設置に至る東北大の手順は、

東大の航研に倣った昇格・整備であった。しかし、京大では、関東大震災の影響で化学特別研究所

の昇格が遅れ、大正 15 年 10 月に附置化学研究所（化研）となった。以上において瞥見した附置研

の設置は、文部省と帝大総長の間で大正４年５月になされた合意に従ったものと見てよかろう。従

って、臨時教育会議が開催されるより以前に、大学に研究所を設置して研究機能を拡張させる方策

が採用されていた。その方式は内部措置で萌芽形態の研究組織をつくり、ついで大学の官制改正で

附属研究所とし、あるいはこの過程を省略して、 終的には独立官制をもつ附置研究所を設置する

という形態をとった。 

 研究者が大学附置研究所の設置を希望した理由は、中央省庁所管の試験研究機関が行政整理の対

象となって勅令の改正で所管省庁の変更、改廃、人員整理が可能であったのに対して、大学では教

授会自治のもとで教官の手厚い身分保障が行われていたことにある。しかも、行政機関が所管する

研究所は当該省庁の事業の補助機関であり、その事業目的に沿った試験研究であったのに対して、

大学の研究所では学術的基礎研究を含めて研究の自由が許されることにあった。研究者に対する身

分保障と、自由な研究活動を保障する条件が大学所属の研究機関には許されることが、大正３年の

伝研移管問題に伴う議会での政府答弁から明らかになった。研究活動における諸問題を意識したう

えで、研究所の設置を求めたものが航空研究所であった。東大総長山川は戸水事件の渦中の人物で

あり、２度目の総長在任中に伝研移管問題に遭遇し、沢柳事件を承けて沢柳の後任として京大総長

を兼任していたことで、大学の自治、研究の自由に関して も優れた体験者であった。田中舘も横

田もまた同時代の東大に在職していた。 

 「航空学教室設立意見書」は、上記の事情に十分に配慮したものといえる。すなわち、設置目的

と施設について「学理上創始的ノ研究ヲ行ヒ、併セテ是等研究ヲ為スニ適当ナル人材ヲ養成スル目

的ヲ以テ速ニ航空学教室ヲ創立シ、之ニ附属スル航空研究所ヲ設ケ」るべきだと主張し、「陸海軍

ノ実用方面ノ研究ト相待チテ、独特ノ効力ヲ有スル優秀ナル航空機ヲ制作シ、以テ航空機関ノ進歩

ヲ図ル」として、陸海軍と役割分担をしたうえでの研究であることを指摘した。そして「帝国大学

ハ国家ノ必須ニ応ズル学術技芸ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攻究スルノ学府ナリ、然ラバ目下焦眉ノ急タル

航空学教室ヲ設クル如キハ当ニ其任務ナルベシ」と、東大が学術技芸の教授とその蘊奥を考究する

ところであるから、航空学教室を設置するべきであると強い希求を表明していた。 

 とりわけ強調された国家の研究機関としての役割は、大正７年７月に東大官制の改正で航研が設

置されたのと相前後して、海軍は大正７年４月に海軍航空機試験所を設置し、陸軍は翌８年４月に

陸軍航空部・陸軍航空学校などを設立（陸軍航空技術研究所の設置は遅く昭和 10 年）したこと、お

よびこれらを胚胎させた臨時軍用気球研究会が大正９年５月に廃止されたことで示された。言葉を
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替えれば、東大附属航研は、東大という枠を超えた陸軍・海軍の研究機関と鼎立する国家の研究機

関として創設された。それを端的に示すのが経費であり、とりわけ大正 10 年からは制度的にも特別

の措置がとられた。 

 附置航研の発足と同時に航空評議会が設けられ、文部大臣の諮問に応じて航空用語、航空器材の

規格等の制定、試験方法等の決定という行政に関わる業務を担当した。附置伝研は設置のときから

伝染病に関する行政事項の「審事」機関としての役割を持ち、その事業も官制に「伝染病其ノ他病

原ノ探索、予防治療方法ノ研究、予防消毒治療材料ノ検査、伝染病研究方法ノ講習、並痘苗血清其

ノ他細菌学的予防治療品ノ製造及検定」と詳しく記しているように、学術研究と行政をともに担当

する機関であった。 

 東京天文台は、伝研と同様に行政事項を含む附置研であることが官制に記載され、「天象観測、

暦書編製、時ノ測定、報時及時計ノ検定」を挙げていた。地震研は地震学と震災予防の研究に加え

て、観測業務や予防措置に関する行政にも関わっていた。そのため、同時に震災予防評議会が設け

られ、震災予防に関する重要事項を審議し、関係大臣に建議することができたことで航研に倣うも

のであった。 

 東大附置研の共通した特徴は、研究機関であるとともに行政事項をも担当することであり、この

ことは他大学の附置研には見られないことであった。独立官制の記述においても、東大附置の伝研、

航研などの事例はすでに触れたが、他大学の附置研では、その設置目的が事業対象に関する「学理

及応用ノ研究」あるいは「基礎的学理及其ノ応用ノ研究」と簡明に記載された。もうひとつの顕著

な差異は、附置研の創設過程はもとより、設置後の運営における経費にみられた。東大の附置研は、

総じて国庫の支出で経費が賄われていた。ただし、設置の経緯から、伝研と東京天文台は事業収入

をもっていた。すでに触れた附置伝研は血清、痘苗、破傷風菌、細菌学的製剤等の払い下げや検定

などによる収入で運営経費を賄う収入金支弁方式であったし、東京天文台は編暦による収入で経費

の一部を負担していたが、いずれも衛生業務や編暦・報時という国家的な事業に対する報酬であっ

た。 

 これに対して、東北大附置金研や京大附置化研で代表的に見られたように、東大以外の附置研で

は、創設過程はもとより設置後の運営においても外部からの研究費助成ないし寄附金、取得した特

許権の譲渡益、研究成果を販売して得られる収入に経費の少なくない部分を依存する、収入金支弁

方式に依っていた。収入の一部は附置研自身の事業によるものであったが、多くは外部からの資金

の提供であった。このような研究所経営を巡る財政事情は、産学連携を実施するうえで重要な要素

のひとつとなっていたといえよう。 

 第一次大戦前における大学のあり方、とくに大学自治と教授の「専門業務」に関して、大戦前に

沢柳が示した「大学教授ハ素ヨリ第一流ノ学者タルベク而カモ常ニ牧々トシテ学術ノ研究ト学生ノ

教授トニ向ツテ全力ヲ尽クシ随ツテ常ニ進境ニアルモノタルヲ要ス」という基準に照らしたとき、

その主張が古典的大学アカデミズムによるものとはいえ、大きく変容していたことを示すものと云

わざるを得ない。明治 19 年の帝国大学令の条文を踏襲して、大正７年の大学令においても、大学は

「国家ニ須要ナル学術ノ理論及応用ヲ教授シ、並其ノ蘊奥ヲ攻究スルヲ以テ目的」とすることとさ

れた。帝国大学に附置された研究所の事業を独立官制で規定し、「基礎的学理及其ノ応用ノ研究」

としたことは、大学令を変更せずに、その事業目的の領域を拡大するための措置といえるのではな

かろうか。そのさい、大学の特権的な研究の自由と身分保障は維持しながらであることは言うまで

もない。ところが、この問題の処理は容易ではなかった。次項で見るように、東大附置航研は昭和
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８年度から「特殊構造ノ飛行機ノ製作研究」、いわゆる航研機の試作研究に着手するのであるが、

そのさい、その事業が航研設置目的に整合するものかどうか、さらには大学附置研に相応しいかど

うかが議論されていたのである。 

 

３－２．大学附置研と産学連携 

⑴ 東大附置航研 

 附置航研は大正７年から越中島において建設が始まった。陸軍と海軍の意向を容れ、水上用飛行

機の開発も念頭においた用地の選択であった。しかし、大正 12 年の関東大震災で類焼に遭って大部

分の建物・設備は烏有に帰し、敷地全体の沈下で残存建物・設備も著しい損傷を承けた。そこで、

同地での再建を断念して新たな用地に移転することが決まった。 

 附置航研は発足前におよそ 100 万円が諸施設の建設と整備に支出され、発足時には大正 10～14

年度の５ヵ年継続事業として臨時費 235 万円が支出され、研究所の拡張が図られた。拡張計画の完

了後は経常費 150 万円で運営される見込みであった。研究陣容は所長のほか、所員、嘱託員、技師、

技手、書記あわせて約 300 名を任用する予定であった。中央工場等が完成したときには約 300 名の

職工も必要とされた。膨大な予算と研究陣容、それに機密上の研究、殊に軍機事項も多数あること、

所員の航空評議会評議員の兼務、関係各省庁との連絡などから、管理運営のための事務職として、

書記のほかに事務官を置くことも計画されていた。このような当初計画は、実施途上における経費

節減、さらには大正 12 年の関東大震災による被災で持ち越された。 

 大正 13 年から５カ年の継続事業予算は移転を前提として決定されたが、用地選定に手間取り、移

転先の駒場では大正 15 年に工事をはじめ、昭和２年に建物の一部が完成した。この時点で移転が始

まり、昭和２年度から３カ年の継続拡張計画が加わって、昭和５年９月に当初予定の工事をすべて

終えて移転を完了し、翌６年には追加建造物も竣工した。予算規模は経常費が 50 万円、定員は増加

して所員 20 名、技師５名、技手 65 名となり、事務体制も強化された。この時期までを創設時代と

している。その後、経費節減などもあったが、人員や予算はほぼ同じ状態で推移し、日中戦争後の

昭和 13～17 年度には毎年度に拡張が図られた。16 年末には定員が所員 32 名、技師７名、技手 100

名の規模となり、経常費 73 万円、拡張費 120 万円となるなど拡張をつづけたうえ、後述する企業な

どからの寄附金もあった。昭和６年から昭和 16 年の太平洋戦争勃発までの時期を拡充時代と呼んで

いる。それ以降の太平洋戦争期は、所員・予算の増大は続くが、性急な戦時の要請に応じるための

歪みを生じる一方、旺盛な航空機製造工業の拡張で技手の不足、所員を始め研究所嘱託・技手・雇

員など職員の相次ぐ招集による研究能率の低下、あるいは資材不足などのため研究活動は不可能と

なって終戦を迎えた。 

 研究活動の変遷について、創設時代は、基礎的研究も行われていたが設計資料を得るための間接

研究の時期としている。拡充期の前半にあたる昭和１桁時代は、研究施設が一通り出来たことで、

間接研究を離れて研究所本来の目的である純然たる基礎的研究を可能としたが、社会的に要請が強

い応用研究に則すべく、自らの学術的研究結果を実用化することに積極的努力を払い、「基礎的研

究と実用化研究が並び行はれた」とされている。後半の昭和 10 年代前期は、学術的に基礎学理を開

拓すべき時期だとしながらも、非常戦時状態と生産拡充に対処して拙速的解決を迫られ、研究の実

用化の努力が強いられたとされた。航研の活動が も盛んな拡充期には、著名な航研長距離機の開

発と並んで個別の航空機用の器具や材料の研究・試作が数多く見られた。 

 研究活動を支えるものとして、不況下にあって就職難を解消する意味を含めて、昭和８年以来、
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奨学金を民間に仰ぎ、それを基金として奨学金制度をつくり、若手研究者を嘱託に雇用して研究に

従事させる制度を創っていた。その基金は、三井合名から昭和８～13 年の研究費として寄附された

10 万円と、優秀なる性能を有する原動機、機体等の研究費並研究試作費として昭和９～12 年に三菱

合資から寄附された 100 万円であり、一時期には 60 名以上の嘱託が在籍していた。所外から委託に

よる研究生も受け入れていた。昭和 10 年には受託研究制度を設け、外部から依頼研究を引き受けは

じめた。この時期の航研は、民間との交流を積極的に図る体制を作り上げていた。 

 それに先だって、研究費補助について軍や企業の協力が見られた。初期の事例に海防義会からの

ものがある。大正 12 年に海防議会は発動機部の提唱に応えて研究補助費を提供した。また、海防義

会の主催により所内に陸海軍関係者を含む設計調査委員会を設けて空冷発動機の基礎実験と試作を

行った。実際の試作は陸軍造兵廠東京工廠で行われ、ついで三菱重工業との協力で昭和７年に空冷

大馬力発動機（公称出力 700HP, 大出力 1,000HP）の試作に到達するまで 10 年近い共同研究が行

われた。実用化には至らなかったが、航研と軍・産との協力の代表的事例となった。海防義会は、

昭和６年にも重油発動機の研究・試作のために資金を提供した。発動機部に陸海軍関係者を含む委

員会を設け、三菱重工業が製作を担当した。上記の空冷発動機の研究・試作と平行して事業を進め、

ここでも航研と軍・産との協力がみられた。このような事業展開は、いわゆる航研長距離機の試作

事業と並行して進展していた。航研機の試作過程で企業との協力が行われ、あるいは企業からの資

金や物件の提供を受け入れていた。 

 いわゆる航研長距離機の開発研究は、昭和７年３月に所長斯波忠三郎が定年退官の前に昭和８年

度予算として文部省に提出した「特殊構造ノ飛行機ノ製作研究」のための「研究用飛行機製作施設」

の経費が承認されたことが端緒となった。その事業内容は、２カ年を期限として世界記録を目標と

した航空機を試作することであり、搭載する航空ディーゼル機関を新規に開発するなどの条件付き

であった。実用化を目的としてこのような試験機を開発することは、航研の設置目的である「基礎

的学術研究」に背反するものであった。航空機を試作する工場、設備、工員などが航研にはないこ

と、さらには世界記録をねらうという世俗的な目的に対する批判もあって所内では紛議があり、公

的にはこの事業が航研の「総合研究の一に外ならぬ」と述べているものの、研究の内容や目的につ

いての合意は容易でなかった。 

 終的には、「研究用飛行機製作」という予算請求の課題に対する研究の目的を整理し、既成の

研究結果を総合して、目標を単純化して徹底的に研究することとした。つまり、「長距離を飛ぶ性

能を持つ飛行機の製作」を目指す「総合研究のひとつ」として位置づけ、もっと具体的には長距離

世界記録を樹立することを唯一の目標として職務分担を定めて着手した。政府予算は、航研長距離

機となる航空機の制作費が臨時費として 36 万円、試験飛行諸費 10 万円の計 46 万円であるが、完成

までに関係協力企業が支出した費用を考慮すると経費総額は 100 万円を超えるとしていた。 

 昭和９年には、航研機の発動機の選択（後述）に関わって、陸海軍のいずれと提携するかを選ぶ

必要があり、陸軍を選択した。その理由として、陸軍が航研機に好意的であったのに較べて、海軍

は航空機の試作よりも、学術的・基本的力量と海軍研究生の適切な教育の実施を航研に求めていた

ことが挙げられている。これに関連して、当時の陸海軍の航空機に関する研究開発体制には差異が

あった。陸軍で航空技術を担当する陸軍航空本部技術部は昭和３年頃から飛行機製造業務を廃止し、

設計室を解散するなど、技術開発に対する学術・実用面から疎遠になっていた。さらに、昭和８年

には造兵廠における発動機の試作に失敗するなど技術が退潮していた。それに対して海軍は、海軍

技術研究所内航空研究部（大正 12 年３月設置）・航空機実験部（昭和４年４月）、航空発動機実験
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部（昭和５年 12 月）を統合した海軍航空廠を昭和７年４月に設けて、研究、設計、実験など体制を

強化していた。この差異の存在が、それ以降も陸軍が東大航研との研究協力、さらには研究委託の

途を選ばせる必然性を生んだものといえよう。 

 発動機部では、昭和７年から開発に着手して９年には公称 750 馬力、水冷２サイクルのディーゼ

ル発動機の設計を終えていた。当初はこれを航研機に採用することを考慮していたが、重量が重く、

信頼性を欠くことから、陸軍で使用していた川崎製造の BMW９型 12 気筒、公称 715 馬力発動機を改

造することとした。機体の製作は、全金属製航空機の製作に進出を企図していた東京瓦斯電気工業

が希望したことから、これに委託した。 

 以上のようにして、航研は大枠である軍・産との連携体制を決めた昭和９年秋から作業を本格化

させ、おおよその基本設計は昭和 10 年に終了し、部分設計および工作の段階に入った。機体は単桁

構造と全引込脚構造が新しく、ジュラルミン構造はあるが主翼の相当部分が布張り・塗料仕上げで

あった。製作の過程では、工作に不慣れなため、大型の引込脚の完成に手間取ったとされる。発動

機は高い圧縮比で、極端に希薄な混合比で運転することとし、空気冷却排気弁の採用、化学部試製

の揮発性のよい高オクタン価ガソリンの使用などが特徴であった。 

 航研長距離機を製作した時期には、企業との協力ないし企業からの寄附が盛んとなった。昭和９

年にアルミニュウムとその合金に関する研究費を矢作工業が提供したのを始め、機体、プロペラな

どの主要材料であるアルミニュウム、ジュラルミンの研究に住友金属が、マグネシウムに関しては

大倉鉱業と帝国マグネシウムが、軽合金の研究には古河電工、非金属材料の研究には日本ベークラ

イトが寄附を行った。化学関係では、昭和 10 年に大日本セルロイドが航空機用塗料の研究に寄附を

行い、その寄附金で建設した塗料試製工場で行われた工業化実験で得られた成果の特許権が同社に

譲渡され、新潟県新井工場で工業化された。日本油脂は潤滑油の研究費を提供した。これらの寄附

金は実験室の整備にも充てられ、昭和９年のアルミナ研究室（矢作工業）、11 年の塗料試製工場（大

日本セルロイド）、発動機実験室（川崎造船所）、13 年の潤滑油研究試製室（日本油脂）、18 年の

機体第三部（構造部）用建築物（川崎航空機）などが建設された。寄附金を提供した企業は、航研

の研究や人材がいずれ会社の事業に有効なことを期待して寄附を行ったのであろう。しかし、特許

の取得、中間工業化実験、企業化した会社名などの資料は得られない。 

 昭和 14 年度からの拡張事業と並行して、「より高く」「より早く」「より遠く」という航空機の

３目標のうち、ひとつを主眼として他の条件はすべて犠牲にした、高々度飛行機・発動機、高速機、

長距離機の試作計画が立案・実施された。このうち、高々度試験機（航二）は、昭和 14 年から研究

を開始し、立川飛行機（旧石川島飛行機）が昭和 15 年７月に中間試験機として、ロッキード輸送機

を改修したロ式Ｂ機（会社名 SSI 型）の設計を開始し、原動機は中島飛行機が担当して 17 年９月に

第１号機を完成した。高速機（航三）は、昭和 15 年における陸軍の試作機のうち、研究中間機（キ

－78）に組み込まれて試作された。製作を担当した川崎航空機工業は機体の細部設計・製作を岐阜

工場で、発動機はダイムラーベンツ社製発動機（DB601－A 型）に 小限の改修を加え、改良したも

のを明石工場で製作・搭載した。なお、この発動機は陸海軍用の水冷式の基本となったものである。

長距離機は、陸軍試作機（キ－77）に組込まれる一方、朝日新聞社の記念行事で製作する航空機（A

－26）となり、高々度試験機と同様に立川飛行機（機体）と中島飛行機（発動機）の協力により製

作された。これをもとに、立川飛行機が実用機として陸軍長距離偵察爆撃機（キ－74）を完成させ

た。 

 上記に見るように、３件の「総合研究」すなわち大型開発研究プロジェクトは、航研自体の発意
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であるとともに陸軍からの委託事業によるもので、共同研究への参加企業は、陸軍機の製造に関与

していた川崎航空機、中島飛行機、立川飛行機であった。しかも、三菱重工が自社の技術体制を整

備し、技術開発力を強化していたのに較べると、後発企業であった川崎航空機や立川飛行機が参加

したことがもうひとつの特徴であろう。そして、長距離機に見るように、基礎的研究の成果が陸軍

の制式機として採用されていた。つまり、航研機の試作経験をもとに学・軍・産の連携が進展した

ことは、当初の試作研究に関する航研の事業目的との整合性に対する疑義が、戦争の深化とともに

払拭されたものといえよう。 

 戦争末期になると、航研の発動機部は工作能力を向上するため、石川島タービン横浜研究所と昭

和 18 年に提携して、石川島芝浦タービン研究部と航研発動機部との中間共同工場を設け、航研から

工場長と職員の一部を派遣して製造を行った。昭和 20 年には、航研中央工場は外部から工場長を迎

え、三菱東京機器製作所と契約して、その技術指導で活性化を図り、学・軍・産は新たな形態での

連携を生み出していた。 

 

⑵ 東北大附置金研 

 金研の発端となる臨時理化学研究所の設置は、すでに触れたように、大正４年４月 30 日に東北大

総長北条時敬と井上仁吉・佐藤定吉と三共専務塩原又策の間で、研究費助成などの件について合意

して「協議要録」を作成したことにはじまる。それに従って５月６日には寄附願いが提出され、８

月 11 日に第１回分が払い込まれた。これを承けて８月 19 日に学内措置として「臨時理化学研究所

規程」を制定し、理科大学附属臨時理研を発足させた。 

 この「協議要録」は３項目からなり、第１に、塩原は佐藤の研究に１万５千円の研究助成金を提

供し、研究開発が成功したときは塩原が製造事業を実施すること、第２に、実験所を仙台に設ける

こと、第３に、製品事業が繁栄するときは利益の一部を継続的に東北大に学術研究のために寄附す

ることをあげていた。産学連携の 初の具体的な協定として、大学教授らの研究成果の工業化につ

いて、三共が既に豊富な経験を持っていたことを反映した内容として高く評価できる。 

 第１回の寄附を承けて、同４年８月 19 日に作成した「臨時理化学研究所規程」は当時立案中の理

研を念頭に置いた名称であり、時代を反映して事業目的（第１条）に「時局ニ際シ必要ト認ムル物

理、化学ノ研究ヲ為シ国富ヲ図ル」ことを掲げていた。発足した臨時理研では佐藤が研究主任に就

任し、研究補助、研究助手、職工を雇い、移転した旧医学専門学校の建物で事業を始めた。佐藤は

アメリカの高峰譲吉のもとに留学（大正５年９月～６年５月）し、帰国後の６年９月に新設の理科

大学教授に昇進した。 

 事業化のため、三共は大正５年４月にサトウライト株式会社を設立し、佐藤の帰国を前に、東京

向島の工場に機械装置類がアメリカから送付された。６年２月には臨時理研の要員は工場に移り、

帰国した佐藤も翌７年１月には東京に住居を移して向島工場と仙台の東北大との両方に勤務して工

業化の促進を図った。大正７年６月、東北大とサトウライト社との間に新たな「覚書」が交換され、

事業成功後の奨学金提供方式が定められた。この「覚書」によると、サトウライトの工業化が実現

し、成功した際は、成果から「奨学費」の寄附が少なからず、しかも長期にわたって期待されてい

たのである。ところが、東京転居は製品の製出の開始であると同時に続出する不良品に対処するた

めでもあり、翌２月９日には臨時理研の研究主任を辞職、同月 23 日には東北大を休職して講師に就

任していた。工業化の失敗は明白となり、大正８年１月にサトウライト社は事業中止を決めて三共

が吸収した。佐藤は同８年２月 22 日に東北大を休職満期で退職したが、引き続き講師として残任し
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ていた。産学連携の 初の事業は、ここに挫折して終焉をみた。 

 金研設立の端緒は、臨時理研に第二部を追加・設置したことである。先に述べたように、大正４

年７月に北条総長は住友総理事の鈴木馬左也と面談し、同４年 12 月 21 日付で住友吉左衛門は北条

総長宛に鉄鋼および合金の研究費として、年額７千円を３年間継続し、総額２万１千円を寄附する

旨の願書を提出した。この研究費は、翌５年４月に第１回目が、６年に第２回目、７年には第３回

目が送付された。東北大は寄附願の受領とともに、その合意事項を通達したものと思われる。その

文書によると、研究費寄附の見返りに研究成果の提供を約束していた。その後、住友との間で、前

述した佐藤－塩原の覚書に類する文書が作成されたかどうかはわからない。 

 大正５年４月１日に、臨時理研の内部分掌を２分して第一部と第二部を設け、本多が担当する物

理学部門を第二部とした。理科大学（のち理学部）物理学教室の一部を使用し、研究用機械もほと

んど物理教室のものを借用して、研究主任の本多のもとで研究を始めた。研究陣容は、研究補助、

研究助手、そして理科大学物理教室の助手であった。創始期に研究補助の職に就いた大学卒業者は、

後に所員（教授・助教授）となって研究の中枢部を形成した。それに対して、助手は教育職として

正規の大学職員であったが、補助者としての職に専念して業務を継続した。 

 創始期の主要成果として、磁気分析法による鉄のβ相が存在することの否定、炭素鋼における変

体の本性の究明、タングステン鋼、クローム鋼、高速度鋼、磁石鋼の構造研究、KS 鋼の発明等が挙

げられている。このうち、KS 鋼を含む特殊鋼の工業化は、大正６年５月から北条、本多、住友の間

で協議が始まり、住友鋳鋼所による企業化が決定した。これを承けて、同６年９月には斉藤省三が

住友鋳鋼所（後の住友金属）から派遣されて大学院に入学して本多のもとで研究をはじめ、翌７年

５月には臨時理研から高木弘が住友鋳鋼所に入社した。この年から、KS 磁石鋼、KS 高速度鋼の製造

が始まった。 

 総長北条は大正６年 12 月に学習院院長に転出していたが、再び住友家に勧めて、前回より１桁多

い 30 万円（内訳は研究所建築費 15 万円、設備費 10 万円、３カ年間の経費補助５万円）の助成の内

諾を得た。これを承けて、文部省は大正８年度に東北大附属鉄鋼研究所（鉄鋼研）の設立経費を計

上した予算案を提出し、議会の協賛を得たことから、大正８年５月には附属鉄鋼研究所に係わる東

北大官制等が改正されて発足した。このときの閣議請議理由では、「住友家奨学資金」により本多

が理論と開発の研究で国際的な成果を挙げていることを指摘し、鉄鋼研を設立して研究の完全を期

して国家に奉仕することを主張していた。ここで展開されている設立理由と趣旨は附属航研のさい

と共通するもので、当時の研究開発に関する認識と使命感が反映されていた。しかし、航研とは異

なり、その設立費が住友からの寄附金支弁であることを強調していた。 

 この時期に本多は理化学研究所（理研）の研究員に就任し、もうひとつの強力な研究の足場を築

いた。発足したばかりの理研は、運営の方針を巡って混乱があったが、第３代所長に大河内正敏を

選び、混乱を終息させたことで事業が軌道に乗ったといわれる。大河内を所長に選任した大正 10

年 10 月７日の理事会で、本多は研究員に推薦された。翌 11 年１月には、研究室制度の採用ととも

に主任研究員に補されていた。東北大の真島利行や京大の喜多源逸とともに、数少ない地方在住の

理研主任研究員であった。理研の主任研究員となったことで、本多の研究費は上積みされて豊富な

ものとなった。また、研究室で育った研究者にも理研研究員や嘱託としての職が提供され、理研研

究生を経由して大学の地位に着く者も少なくかった。このようにして、理研は財政面と人事面はも

とより、研究機関としての研究理念や運営方法においても大きな影響を与えたと推察される。 

 大正 11 年度には、航研に倣って鉄鋼研の附置研昇格が図られ、大正 11 年８月９日に附置金研が
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発足した。先行する東大附置研が、既に見たように独立官制に事業目的が詳細に記載され、行政的

事項が包含されていたのと対蹠的に、研究対象を鉄鋼その他の金属及合金と明示したうえで、その

対象に関する「学理及応用」の研究を掌ると簡明に記された。 

 金研は、とりわけ航研と対比して「大学から生れ、大学のものという傾向が強い点」があり、東

大の「政治的性格濃厚的な研究所なるものを、研究的学術的方向へ純化し、大学らしいものとして

生れた点に特色をもっていた。時勢の要求はあったとしても、……大学学術研究の成果によってそ

の業績を期待して開設された研究所であった。この意味では金属材料研究所の誕生は、日本の研究

所の歴史に輝かしい一頁を開いたものといってよい。これ以後の帝国大学附置研究所は、ことごと

く金属材料研究所にならって創られることになる」と、高い自己評価を与えていた。 

 しかし、金研創設の閣議請議の理由はもとより、その後における官制改正の閣議請議書における

拡張理由は、すぐれて時代の要請に応える研究機関としての役割を強調し、それに即応した研究を

実施してきたことを業績として列挙していた。これらは本稿において概観したとおりである。さら

に、国家と時代の要請に過敏とも言えるほど対応し、自らが行政的措置を先取りしていた。これら

のことでは、学術的な機関が自立して発展できる状況にはなかった当時において、時代の要請が創

出した附置研として、金研もまた、東大附置研さらには後発の附置研とも同じ範疇に属していたと

言わなければならない。くわえて、金研は、附置研における産学連携の 初の事例となった。企業

との関連は人事ばかりか経費でも見られた。経費に関しては、創立期における住友つづき、設置後

も関係業界からの寄附があり、さらに研究所製品の販売による試作品収入で調達する自己支弁に少

なからず依存していたことでも先例を創っていた。 

 他方、本多の磁石鋼の工業化は、住友金属ばかりか関連事業にまで大きな効果を現しはじめた。

KS 磁石鋼はドイツのシーメンス・ハルスケ社、アメリカのウェスタン・エレクトリック（WE）社、

ウェスチングハウス（WH）社でも使用を始め、国際的に著名な存在となった。大正８年８月に住友

電線と WE 社の国際事業部門を担当する IWE 社とが開始した技術導入交渉において、KS 磁石鋼の特

許権は住友側の有力な取引材料となった。さらに、WE 社等の有力電気企業に、KS 磁石鋼の特許使用

権を高価に売却することに住友側は成功した。すでに WE 社は、電話機や重信ケーブル製造技術など

を、IWE 社を介して日本の関連企業である日本電気に与えていた。これらの権利や設備を新設の住

友電線に与えるさい、当初は発行全株式の 50％の譲渡を要求したが、住友家が KS 磁石鋼の特許使

用権を提供することで 25％に譲歩させ、住友電線を改組した株式会社（資本金 1,000 万円）の全株

式の 25％を日本電気に渡し、WE 社は電話用重信ケーブルに係わる特許の使用権と製作用機械を日本

電気から住友電線に移し、住友は高磁力磁石鋼の特許使用権を WE 社に許諾する等の条件で大正９年

10 月に交渉の決着を見た。同時に、住友家は KS 磁石鋼の特許実施権を 30 万ドルで WE 社に売り、

共同契約者である GE 社および WH 社を含めて KS 鋼の大量使用に関する特許係争は大正 14 年に決着

をみた。 

 当時は１ドル２円前後であったから、この代価は東北大臨時理研第二部の拡張費、つまり附属鉄

鋼研の創設費にあたる寄附金 30 万円のおよそ２倍である。IWE 社との交渉において、住友電線の株

式譲渡を 25％（250 万円）に半減させていたことによる利益をあわせ考慮すると、東北大への寄附

は本多の研究を刺激して学術的成果をもたらすとともに、住友にもきわめて有利な寄附であった。

住友家は、その後も研究費として昭和７年、９年にそれぞれ１万円、12 年に 1.7 万円を金研に寄附

するほか、防護壁、ガラス工場建物などを寄附した。さらに、昭和 10 年 10 月に附属電気通信研究

所を設立するさい、それに先だって前年 12 月に 30 万円の研究資金を提供し、その利子を経費とす
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る内容の寄附を行っていた。 

 金研が獲得した特許のうち、主要なものは住友金属に譲渡されたが、それ以外の企業にも譲渡し

て企業化がなされた。KS 鋼などの磁石鋼のほか、村上武次郎の指導のもとに開発された特殊鋼関係

素材、増本量のもとでの電磁気材料などがそれであり、住友金属、日本電解、日昭電機、大同製鋼、

東北金属（のちトーキン）が特許実施権を譲渡されて製造した。技術提供を承けて、新設された企

業も少なくない。成瀬器械店は本多のほか研究所員の考案した熱天秤、磁気分析装置、熱膨張計、

磁歪測定装置などを製造市販した。東洋刃物は、本多が考案した切れ味試験機の製造販売のために

設立された。日本電熱線（のち日本金属）は村上の指導で開発された電熱線の製造のために設立さ

れた。東北金属は増本量・渡辺直行が発起人となり、磁性合金センダストを用いた通信機材料のほ

か、防弾鋼、高速度鋼、タングステンおよびモリブデン線などを製造した。東北特殊鋼は村上武次

郎が顧問となって特殊鋼を製造した。富山に設立された不二越鋼材は、切削工具の金属材料の製造

を企図し、設立にあたって材料の鋼の研究とともに、鋼材の試験方法、熱処理技術などの指導を受

けるとともに、創設時の技術者を金研に派遣した。これらを一瞥したとき、住友金属や不二越鋼材

を除き、技術提供を受けた新設企業は、すべて地元の仙台市に本社をもつ企業であることから、地

域産業の振興に貢献したといえよう。また、金研が創出する特殊鋼の少なくないものは、同じ東北

大の附属－附置電気通信研究所（通研）における研究の素材に使われて実用化された。 

 

⑶ 京大附置化研 

 附置化研の発端が、理科大学におけるサルヴァルサンの製造法の開発研究であることはすでに触

れたが、その事情をもう少し詳しく見よう。第一次大戦により、欧州からの輸入が途絶したサルヴ

ァルサンの生産が急務なることを認め、時の総長山川健次郎の提唱にもとづいてその製造に関する

研究をすることとなった。大正４年１月に、理科大学教授久原躬弦は講師松宮馨を指導して理科大

学化学教室でこの研究に着手した。翌５月にはサヴィオールとネオサヴィオールの合成に成功した

ので、８月に吉田二本松町に理科大学附属化学特別研究所を設け、久原教授の監督の下に専ら製造

研究に従事した。製法研究の一方で、医科大学教授森島庫太（薬物学）・松浦有志太郎（皮膚科学）

両者の下に行われた製品の臨床的試験も良好な結果を齎らしたので、大正６年 10 月には製品を医科

大学附属病院に提供し、一部は民間に払い下げるまでになった。 

 サルヴァルサンの製法開発による国産化は、少なくない研究者によって試みられて実現をみたも

ので、京大の久原躬弦の事例はそのひとつに過ぎない。東大では農科大学教授鈴木梅太郎が大正３

年に大蔵省から臨時事件費の交付を受け、門下生の荒木（のち鈴木）文助、後藤格次、世良正一と

研究開発をはじめ、同年中には製法を確立した。これは三共において企業化され、アルサミノール

の商品名で製造・販売が開始された。東大の医科大学教授青山胤道は理科大学教授松原行一に研究

開発を依頼し、門下生の岩垂亨が担当して成功した。こちらは万有合資会社（万有舎密会社、つい

で万有製薬と改称）を創業して、エーラミゾールの商品名で企業化した。東大医科大学薬学科出身

で、当時は満鉄中央試験所の所長であった慶松勝左衛門（大正 11 年８月、東大薬学科教授に転任）

も開発に成功し、匿名組合アーセミン商会（合資会社を経て第一製薬に改組）を設立して企業化し

た。東大医科大学薬学科の丹波敬三も成功し、武田・田辺・塩野義の関西系３社と友田製薬、それ

に丹波敬三による出資で匿名組合国産製薬所を設立してタンヴァルサンの名で企業化した。しかし、

収益を上げるに至らず、第一製薬に吸収合併されて東大薬学科の関係者による事業は一本化された。 

 こうした状況のなかで、京大の事例のみが研究所の創設につながった理由は詳らかではない。山
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川東大総長兼任京大総長（大正３年８月 19 日～４年６月 15 日）が久原躬弦にもサルヴァルサンの

開発を薦め、研究を極力援助し、出来るだけ予算を与えて東大と同様に京大においても製造を計画

したといわれている。勧奨の時点で、山川が研究所設立を考量していたことを裏付ける史料はない

が、大学を活性化して現状からの脱却をはかる措置であったとも考えられる。すなわち当時は、い

わゆる沢柳事件を承けた依願免職者のなかに村岡教授や吉川教授のように産業界との連携活動をし

てきた者が含まれていたこと、産業界との連携に対する一定の自己規制が働いて研究活動の停滞を

招いていたことなどの事情があった。これにくわえて、サルヴァルサンの研究開発成果を企業化で

きる会社が関西には見あたらなかったことが、この計画を推進・実現させたものと考えられる。あ

るいは、大学に研究機関を設置するための横並びの措置であったかもしれない。 

 設置された化学特別研究所には責任者としての所長職はなかったようで、「監督」として久原の

名前が出てくる。大正８年１月に久原が死去し、後任の監督は教授大幸勇吉（明治 36～昭和２年定

年退官）が暫らく務めたのち辞任したが、その時期と理由は詳らかではない。その後、翌９年９月

には松宮馨が就任したというが、責任者の「監督」人事についても明瞭ではない。これらを含めて、

東北大理科大学臨時理化学研究所に較べると、設立の理由と経過が明瞭性を欠いている。それ以降、

附置化学研究所が設立されるまでの、化学特別研究所時代の 10 年余りの時期については、運営の責

任体制、人事、運営方式、事業活動なども詳らかではない。 

 附置化学研究所の設立事情は、閣議請議の文書から窺えるにすぎない。閣議に上呈された説明書

では、化研を設置する目的は、化学の新しい領域である物理化学や有機金属化合物などの研究によ

って、当時の産業や国防などが直面する諸問題の解決に資するためであると説明していた。もっと

直截に化研の事業内容を示すものは、この説明書の上方の余白欄に「研究事項」として追記された

次の５項目であろう。 

  一、サヴィオール類、砒素化合物、代品薬研究 

  二、猛毒物、毒瓦ス（ママ）、発火剤ノ電気化学的研究 

  三、防腐、殺菌、内分泌、栄養源ノ研究 

  四、特殊ガラス及特殊鉱石ノ研究 

  五、色素、染料及特殊工芸品ノ研究 

  六、応用特殊工業ノ研究 

 閣議決定に先立って、第 51 議会に上呈した予算請求には京大「理学部附属化学特別研究所拡張費」

を掲げ、上記の説明を要約する形で「本邦産業及軍事上 モ必要ヲ痛感スル毒瓦斯、防腐防虫剤、

爆発性物及塗料等、特殊薬品ノ研究ニ従事セシメントスル」として、大正 15～17 年度の継続費とし

て総額約 21 万円、15 年度分として約５万円を計上していた。以上の公的文書から、研究事項につ

いては、第一次大戦に際しての科学技術動員の経験を踏まえ、冒頭には軍事的色彩の強い研究項目

をあげるとともに、戦時・戦後期における国際的な研究の進捗を反映して新しい染料や医薬などの

開発も重視していた。言葉を換えると、帝大附置研として先発の東大航研が基軸とした航空機と、

この化研が主な研究事項とした化学療法薬と毒ガスは、いずれも第一次大戦を契機に顕著な展開を

見せた新技術であることが共通であった。しかも戦後の軍縮が兵器の近代化を伴いながら進行し、

他方で先端技術を装備することで科学技術の国際競争が新たな段階へと移行したことをふまえた点

で、いずれも時代の特徴が刻印された研究開発機関であった。 

 附置研の創設にあたって閣議に呈出される請議文書には、伝研を特殊な例として除けば、研究所

の研究事項、内部組織、定員、それに完成に至るまでの年次計画等の説明文書が付けられるのが通
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例である。しかし、まったく異例なことに、化研の創設の稟請文書にはこれに類するものが添付さ

れていない。その理由として、新設予定の研究機関の名称はもとより、その研究組織や運営方式等

に関して、京大での審議あるいは京大と文部省の担当部局との間の調整が難航していたことが窺わ

れる。後に見るように、官制公布後、組織の基本である研究室の設定や所長人事にもかなりの時間

を要したことは、内部組織や運営方式、とりわけ支弁金方式と絡んで「研究室制度」（後述）に関

する決着が容易ではなかったことを示唆している。 

 発足した化研の官制は、先行する帝大附置研とりわけ東北大金研に倣ったものと思われ、「化学

研究所ハ化学ニ関スル特殊事項ノ学理及応用ノ研究ヲ掌ル」（第２条）と規定していた。職員構成

も金研に倣い、東大航研が所長のほか所員（教授・助教授）・技師・書記・技手であったのに対し

て、東北大金研と同様に京大化研は所長・所員（教授・助教授）・助手・書記で構成されていた。

ところが、金研の官制には研究部門として冶金部・製鋼部・鋳物部の３部を置くと明記した条文（第

４条）があるが、京大化研の官制は研究部門の条文を欠いた極めて珍しい事例である。この理由は、

附置研では 初の事例となる、いわゆる研究室制度を採用したことに依るものと推測されよう。 

 大正 15 年 10 月４日に官制公布を見た化研では、いわゆる研究室制度を採用したが、これは理化

学研究所に倣ったものと思われる。発足して４ヶ月をすぎた翌昭和２年３月４日に近重眞澄が所長

となり、近重眞澄（理）・堀場信吉（理）・喜多源逸（工）・渡辺俊雄（工）・前田鼎（医）・大

杉繁（農）・近藤金助（農）・志方益三（農）の理・工・医・農学部の自然科学系４学部の教授８

名に、従前からの松宮馨（理）を加えた９名が所員（括弧内は所属学部を示す）として発令され、

上記所員が主催するそれぞれの姓を冠する研究室、つまり既存の松宮研究室に８研究室を加えた９

研究室が４月１日付で発足した。 

 研究室制度を採用した理由や、人員構成、運営方式などに関する説明は見あたらない。また、所

員の選定とその数の設定のいずれが先か、上記の９名を所員に選定して研究室を設置したさいの基

準や根拠も詳らか知ることができない。いずれにしても、化研の初代所長となる近重真澄や２代所

長の喜多源逸が、これらに指導的役割を果たしたものと推測される。近重真澄はドイツのタンマン

教授のもとで学んだことで本多光太郎の先輩にあたり、担当の金相学講座は寄附金による設置（大

正８年）であることから、金研の事例を参考に化研の設立と組織化を図ったと考えられる。喜多は

京大で唯一の理研主任研究員（大正６年９月研究員補、11 年１月主任研究員）であり、そこで得ら

れた知見を化研の創立および初期の組織や運営方式の立案・具体化に活用したと思われる。 

 化研に特有の内部組織である研究室制度は、理研が大正 11 年１月に、既存の方式を超えて研究を

促進する斬新的制度として採用したばかりの研究室制度に倣ったものと推測される。学部の教授が

研究室を主宰する所員を兼任することで、関連学部との連携、人材の補給などで好都合であったと

推測される。研究室制度はまた、研究費の自由な配分によって研究を保障し、その活性化を促すこ

とを企図するものであった。そのためには配分に裁量権がある財源の確保が前提となるが、化研で

は、収入金支弁方式の採用によって財政的基盤を確保していた。文部省に束縛されることなく、そ

れ自身で研究項目を選定し、必要な人件費や物件費の一部あるいは全てを負担して、その経費を支

弁できる自立性をもっていた。これは同時に、研究室を主宰する所員を兼任する教授に、研究室運

営に係わる人事や予算等の絶大な権限を集中させたことを意味した。 

 この研究室制度は、官制とはほとんど関係なく組織されていた。すなわち、研究室の数を決定し

た根拠に関しても、既存の附置研が「部」制度を採用していたことで先例は参考にならないうえ、

説明文書を欠くので、研究室の数、さらには所員数と官制との間の関係がどのようにして決定され
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たかを知ることができない。とりわけ定員と内部組織、それに予算と実際の運営経費との関係は詳

らかではない。化研の研究室の構成や運営などに関する規程は見いだせないが、それぞれの研究室

の運営に責任を持って主催する所員（以降、研究室主催所員あるいは単に主催所員と呼び、一般の

所員と区別することがある）が研究事項を選定し、研究者、補助者等を組織して研究活動を指導し、

ときには開発成果である研究所製品の製造をも担当していた。この研究室主催所員が研究室運営に

関わる予算および人事などの権限をもっていたことは推定に難くない。研究室を主催する所員が学

部教授の兼任であったことは、附置研究所の研究室が学部研究室の延長上に運営されていたこと、

研究所が学部における研究活動を補完し、拡充するものであったこと、さらには両方の人事権や予

算をもつことで定員の流用など弾力的な運営を可能とし、効率的な研究活動を促したことを示唆す

る。 

 産学連携という視点から見れば、絶大な権限をもつ研究室が附置研側の当事者であり、研究室の

主催者が外部との提携を行って寄附金の受領窓口ともなった。化研は、発足時から学内で開発した

サヴィオールの製造・販売を自ら行っていたが、京都新薬堂（のち日本新薬）にも委託して販売し

た。このような化研自身による研究成果の製造は独立して活動する研究室から産まれ、産業界との

連携も多様な形で展開された。それらは、堀場研究室で多くの事例が見られた。同研究室では、各

種の油に金、銀、水銀などを分散させて安定化したコロイドであるオルガノゾルの基礎的研究とと

もにそれらの製法を開発し、成果として膠質医薬や船底塗料に関する多数の特許を得た。膠質医薬

として、各種の皮膚病に有効な白檀油の銀オルガノゾル、ハンセン病の臨床試験で一定の効果が認

められた大風子油からの金オルガノゾルを開発し、昭和６年には膠質医薬製造工場を建設して製造

に着手した。これらの販売収入は研究所の財源として貢献した。関連して、昭和９年には過硼酸曹

達電解製造工場（のちに民間に譲渡される）も設けた。また、活性炭素を開発し、製造を手懸けた。

水銀オルガノゾルの研究開発では、防蕉用船底塗料にかわる優れた塗料を開発し、水銀使用量を約

20 分の１に減少させ、昭和 13 年から日本油脂不二塗料部（のち不二塗料会社）で実用化した。つ

いで無水銀船底塗料を発明して海軍特許を得た。昭和 15 年には海軍特許とは別の無水銀船底塗料の

製法を開発して日本学術振興会の特許となり、日本学術振興会と神東塗料の援助により、化研に工

場を建設して製造をはじめた。 

 沢井郁太郎は、喜多研究室の所員として早くから窯業に関して独立して研究し、特殊ガラス、と

りわけ輸入に依存していた無アルカリガラスの製造法の開発、ガラス繊維や光学ガラスなどを研究

し、昭和 15 年にはガラス繊維試験工場を建設した。野津龍三郎は、理学部で有機化学の基礎反応と

くにアセチレンとその誘導体を研究していたが、航空機燃料として重要なイソブタノールの合成法

の開発に当たり、陸海軍と協力して工業化を図っていたが、移転先は記載がなく、詳らかではない。 

 農学部の武居三吉は防虫剤を研究し、羊毛用防虫加工法の工業化に成功した、それを企業化した

昭和製絨が提供した基金で昭和 12 年２月に財団法人防虫化学研究所を設立し、研究委託を受けてい

た。このような実績を背景に、農林省が委託した除虫菊や、戦争にともない重要となった中国綿花

の害虫や南京虫の駆除剤等を研究した。開発した南京虫駆除剤は日本防虫剤が製造・市販し、東洋

クロスが委嘱した製本用クロス類の防虫加工剤の開発成果も工業化された。 

 日中戦争期に新設された研究項目の意味とそれに伴う措置を見よう。昭和 12 年の官制改正で研究

項目として人造羊毛の研究が承認された。このことは、国際的な緊張の高まるなかで発生したオー

ストリア羊毛の不買問題に絡んで、緊要な国家的課題となっていた。昭和 11 年に商社の伊藤萬は人

造繊維の研究費として京大本部に 20 万円を寄附し、これを承けて昭和 11 年６月に京大は財団法人
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日本化学繊維研究所を設けて合成繊維の研究開発を助成した。昭和 15 年に東洋紡績は京大に 30 万

円を寄贈し、それを基金として15年10月に京大に設置された財団法人日本有機合成化学研究所は、

合成繊維、合成樹脂、合成ゴム、それらの原料合成などの研究を援助した。これらの寄附は繊維工

業に関わる企業が提供したものであるが、それが日本の指導的産業分野であって、隆盛を極めてい

たという当時の状況を反映して異例といえるほど巨額であった。喜多研究室ではすでに産業界から

の援助によって人材を集め、設備を整えて研究の促進を図っていた。桜田一郎はレーヨンの酢酸化

方式を考案していたし、堀尾正雄は二浴緊張紡糸法を開発してレーヨン強度の向上を実現し、捲縮

人造繊維の製法を開発して実用化に努めていた。 

 液体燃料に関して、政府は昭和 11 年７月に「燃料政策実施要項」を決定して、当時の勢力圏内に

おける総合的燃料政策の樹立と液体燃料の自給自足体制の確立を図ろうとした。とりわけ、人造石

油に関してはその製造事業振興のための事業法が制定（昭和 12 年８月公布）され、人造石油生産目

標が設定された。すなわち、昭和 12 年初頭に策定された第一次人造石油製造振興７ヵ年計画によれ

ば、12～18 年にわたる７ヵ年で 200 万竏／年の生産が目指された。この計画との関連で、軍部の強

い要望によって、化研に中間工業試験工場が５ヵ年計画で建設されることとなり、昭和 12 年度予算

に臨時費 15 万円と経常費年５万円の特別予算が計上された。この当初予算は、建設費として不足で

あったが、住友本社と関連会社の寄附によって補った。すなわち、昭和 12 年 12 月に 10 万円（２回

に分納）、さらに昭和 15 年にも 15.8 万円を寄附していた。さらに、住友化学工業は援助のため、

喜多研究室出身の社員児玉信次郎を化研に派遣し、児玉自身は昭和 15 年に京大教授に転任した。 

 このように、軍部・政府・産業界が一体となって液体燃料の研究開発計画が実施された。その背

景として、フィッシャーが一酸化炭素と水素から石油合成法を発見した翌年の昭和２年には、喜多

研究室でも研究を開始し、阿部良之助、小田良平、児玉等が担当して進捗を図っていた。石油合成

の試験工場は昭和 12 年に着工し、15 年には初期の目的である粗油を得ることに成功し、同時に開

始された鉄触媒の研究でも、コバルト触媒と同等の性能をもつものを開発して成果を収めた。さら

に、加圧式合成法の研究を 14 年頃から開始し、翌 15 年には鉄触媒を使用した場合の収率も向上さ

せていた。これらは後の工業化試験に繋がっていくものであった。 

 合成ゴムの研究は古川淳二が中心になり、アセチレンを原料としてブタジエン系合成ゴムの実用

化研究を試みていた。定員の獲得と試験工場の竣工（昭和 75 年）がみられたほか、住友化学など住

友系企業から多額の研究助成金（昭和 14 年に５万円、16 年に２万円）と研究室建物の提供があり、

中間実験設備はすべて住友化学の資金で建設された。人造皮革については、日本皮革会社からの委

託研究 3,000 円でもって喜多研究室が試作した。人造樹脂に関しても、喜多研究室は海軍技術研究

所の委託によって昭和９～13 年間に 5,400 円の研究費を受け入れ、高周波絶縁物としてスチロール

樹脂が優れていることを見出し、その製造法を試験して、海軍技術研究所の指定により民間工場と

協力して工業試験を実施した。 

 このように、日中戦争期における研究活動の多くは実験工場における開発試験を伴ったもので、

研究成果の製造研究が進むことにより施設の整備も進んだ。研究所製品の製造研究のうち、サヴィ

オール類の製造研究設備は、昭和４年に高槻の本館竣工とともに一部移転した。昭和 14 年には製造

研究室（鉄筋２階建約 200 坪）が完成して移転し、サヴィオール類の製造量は増大して品質改良も

進み、臨床応用においても満足する成果を見せたとされる。その他の大規模な実験施設として、合

成石油試験工場、ガラス繊維試験工場、合成ゴム試験工場、膠質化学実験工場等が相次いで建設さ

れた。これらの実験工場の整備にも、上に述べた研究状況が反映されていたことはいうまでもない。 
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 商工省の主導のもとで昭和 16 年１月に設置された官民合同の財団法人日本合成繊維研究協会は、

その事業計画に沿って化研構内に約 200 坪の「合成１号」の中間試験工場を建設して工業化試験を

実施すると同時に、約 88 坪の研究室を設置して基礎研究に着手していた。これも喜多研究室の実績

をもとにしたもので、第二次大戦後の国産合繊ビニロンの開発に繋がり、合成１号の中間試験工場

を継承した日本ビニロンの技術を受け継いだ大日本紡績（のちのユニチカ）において、ニチボービ

ニロンとして工業化された。 

 住友は、昭和 17 年 12 月に陸軍の要請で合成ゴム試験工場を京大から借用し、職員・工員 50 名を

派遣して 18 年はじめから試運転を開始して６月に中間実験を終えた。その後、実験工場の設備を住

友新居浜製造所に移築して製造を続けるとともに、月産５トンの工場建設に着手するが、竣工を見

ないで終戦となった。人造石油に関する研究は、北海道人造石油において加圧式で鉄触媒によるパ

イロットプラント建設にむすびついた。滝川に本格的プラントを建設して 19 年８月に試運転を開始

したが、課題も多く充分な成績を収めないうちに終戦となった。 

 

おわりに 

 

以上の論述から、主要な知見を列挙すれば次のようになろう。 

⑴ 明治期に日本に創始された近代大学が、それ自身を定型化して機能を発揮するようになるの

は、大学、より正確には帝国大学が教育と研究の両方の機能をもつ体制を創り出したときと

言い換えてもよかろう。大学が大学としての成立を達成するに至る過程と特徴を探り、明確

にすることが本稿の 初の課題となった。その過程はすぐれて日本的であり、幕末の蘭学－

洋学を実学として捉えた延長線上に当時の西欧科学技術を捉え、大学のなかに工学や農学を

包含した総合大学を創設していた。 

⑵ 日本に成立した近代大学は、教授を媒介として大学外の社会と連携をもつようになるが、

も身近であり、しかも同根である官界との連携が先行して試みられた。この学・官の連携は、

官のなかに官営事業を含んでいたことで学・産の連携をも内包していた。軍もまた官の特異

なものと云えなくはないが、一般の理解に従って独立したものとして捉えるならば学・軍の

連携も見られた。すなわち、近代国家の建設という目的を共有する学・軍・産の連携は創始

期に出現していた。 

⑶ 近代国家の建設途上においてはもとより、その後も先進諸国との格差を解消するため、欧米

の科学技術とりわけ新規技術を入手する必要が日本にはあった。そのさい、学からみて提携

対象となる軍や産には、自ら開発する、外部とくに外国企業からも入手するという選択肢が

あった。不平等条約のもとでは、留学生の派遣、外国人技師・教師の雇用、機械装置の購入

といった方式で外国技術の移植導入が行われた。条約改正後は知的所有権を保護する国際ル

ールにもとづき、工業所有権保護法に従って正当な手続きを踏むことが求められた。そのた

め、技術保有者との資本提携、外国資本との合弁、特許権の購入といった方式が新たに採用

された。 

⑷ 日本は、上記のような技術導入に依存するところが大きかったが、いわゆる国産化政策によ

って自主技術を開発する試みも行っていた。とくに、戦争などによって先進技術との隔絶が

生じたとき、このような試みは一段と積極的になされた。条約改正も自主技術開発をうなが

し、日本がすでに一定の技術水準に達していた領域では、当時の先端技術を用いた製品の国
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産化を達成していた。海軍主力艦の建造、国有鉄道の蒸気機関車がその代表例である。 

⑸ 学・産の連携が成功するためには、双方が一定の条件を充足することが前提となる。大学側

の条件は、研究が国際的な水準に達し、特許となり得る研究成果を生み出せる能力を備える

ことであろう。産業界側の条件は、大学の研究成果を受け入れ、事業として完成できる科学

技術力を持つことであろう。このような社会的状況が、明治末ないし世紀交代期に出現し始

めていたことを本稿では示し、大学卒業生による新規企業の創設や、大学教授の発明を企業

化した当時の事例を挙げておいた。第一次大戦は、創始し始めた学・産の連携を具体的なも

のとして定着させる方向に働いたと評することができる。 

⑹ このような状況をふまえて、大学における研究機能の整備向上が求められた。その一環とし

て、特定の課題に関する研究を目的として、専用の施設をもち、教育義務を免除されて研究

に専念する教授・助教授を擁する学内組織、すなわち附置研究所が創設された。企業側にも、

大学との連携を可能し、研究成果を企業化できる体制、言葉を換えれば技術のための試験研

究体制が整備されていた。すなわち、大学附置研究所と企業の双方がこれらの条件をみたし

たことで、産学連携が現実のものとなったのである。 

 

 注 詳細な図表は近刊の 終報告書に掲載予定である。 
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寺崎昌男「「講座制」の歴史的研究序説─日本の場合(1)」、「同(2)」、『大学論集』１集、昭和 48 年、２集、昭
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西田幾多郎編『廊堂片影』教育研究会、昭和６年。 
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理論的分析枠組としての「生徒指導モデル」の有効性の検討 
─不登校・社会性育成に関する実践の検討・評価を事例として─ 

Validity of the 'Seitoshido' Model as a Framework Providing a Practical Criterion 
for Practices of Guidance and Counseling at Schools 

 
滝  充∗ 

TAKI Mitsuru 
 

Abstract 

This article attempts to argue that the 'Seitoshido' model of Taki (2002) is not only the 
framework for academic typology on practices of guidance and counseling at school, but also 
the framework providing a practical criterion for classification and evaluation of such 
practices. Furthermore, I describe how the model is used at the school level. 
First, after outlining the model consisting of four areas, I deduce the characteristics of each of 
the four areas from the theoretical framework of the model. The merits, limitations and 
demerits of practices in each of the four areas are discussed.  
Second, I quote data from empirical research on absenteeism and development of social 
responsibility to show how such empirical results coincide with the deductive characteristics 
from the model. I conclude by the coincidence between fact and theory that the model has 
validity as a framework providing a practical criterion  
Finally, I mention how each school can improve its own practices of guidance and counseling 
by utilizing the model. Simple examples and important points in useage of the model are 
provided. 
 

１．問題の所在 

 

生徒指導は学習指導とともに学校全体として責任を持って取り組むべき学校の二大機能の一つで

あり、その目的は「社会的資質や行動力を高めるように指導、援助する」（文部省 1999a、85

頁）ことにある。「単なる生徒の問題行動への対応という消極的な面だけにとどまるものではな

い」（同上）と強調されるとおり、目前の問題対応にのみ目を奪われることなく、「集団の一員と

して、一人一人の児童が安心して自分の力を発揮できるよう、日ごろから、児童に自己存在感や自

己決定の場を多く与え、その時その場で何が正しいかを判断し、自ら責任を持って行動できる能力

を培う」（文部省 1999b、p77〜78）ことが、生徒指導の中心的な課題である。もちろん、このこ

とは目の前で起きている問題への緊急の対応を否定するものではない。しかしながら、そうした事

後的な問題対応にのみ終始することなく、それと並行して、あるいはそれに先んじる形で、健全育

成に取り組むことが大切である。そうすることこそが、少し時間はかかるとしても、今、目の前で

起きているような問題を将来起きにくくする 善の予防策であり、学校教育の本来の目的にもかな

うことだからである。 
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ところが、近年、様々な少年事件が続発するようになり、その事件対応が社会の関心を集める中

で、学校現場では以前にも増して⑴即効性が期待できる対症療法的な手法に目が向けられるように

なっている。またその一方で、事件等の背景に社会性や対人関係能力の貧困が指摘されるなど、生

徒指導本来の課題である未然防止や健全育成についても強く求められるようになっている。そのた

めであろう、都道府県や各学校の取組には少なからぬ混乱が見られる。対症療法と未然防止の手法

が混同されていたり、ねらいや目的が曖昧なままに取組が開始されていたりするのである。 

特に目立つのは別の目的で開発された手法の安易な流用であり、少年院等でなされている指導方

法を普通の学校にそのまま持ち込む、軽度発達障害児のための対応を普通の児童生徒にも適用する、

企業研修等で用いられる大人用のトレーニングを発達途上の児童生徒に対して行う、等の事例が少

なからぬ学校現場で散見される。言うまでもないが、解決すべき課題と取組が合致しなければ、問

題を解決するどころか事態の一層の悪化や子どもへの負担増を招く可能性がある。また、対症療法

的な取組による「一時しのぎ」や「問題の先送り」の効果を「子どもの成長」や「問題の解決」と

いった課題の達成と勘違いすれば、本来なされるべき対応がなされないまま放置されることになり、

数年後に問題が再度顕在化した時には手遅れといった事態を招く可能性もある。 

今、各学校の教職員に求められているのは、次々に提案される各種対応や実践をそのねらいや目

的に即して正しく位置づけ、その効用や限界を適正に評価するとともに、自校の課題の解決（解

消）に資するかどうかを適切に判断し、着実に遂行していく力である。その際に役立つのが、各種

対応や実践の効用や限界等を批判的に検討・評価する際に、あるいは自校の対応や実践が自校の課

題解決に有効かどうかを検討・判断する際に、基準として活用できる理論的分析枠組である。 

滝(2002)は、学習指導要領に示された生徒指導の「目的」に基づく２つの斜交軸によって生徒

指導を４領域に分割し、生徒指導実践の代表的な手法を各エリアに配置して検討することによって、

事後治療的・予防治療的・予防教育的という３つの「方法原理」（アプローチ）を内在した４つの

エリアから成る「生徒指導モデル」を提案した。本研究は、この「生徒指導モデル」が、単なる研

究上の関心に基づく生徒指導上の手法の分類・整理の試みにとどまるものではなく、生徒指導の具

体的な対応や実践を批判的に検討・評価する際の理論的な分析枠組としても活用できることを論証

し、その活用例をも具体的に示そうというものである。 

 

２．研究の方法 

 

初に、①滝(2002)で示された「生徒指導モデル」を概説した後、「生徒指導モデル」の４つ

のエリア（アプローチ）の対応や実践に共通する効用・限界・弊害を、モデルの論理構造から理論

的に導き出す。次に、②学校現場が直面している生徒指導の課題に対する各エリア（アプローチ）

の代表的な対応や実践を取り上げ、それらが当該エリア（アプローチ）に期待される効用を確かに

示す一方、他エリア（アプローチ）の対応や実践に期待される効用を示すことはないことを、現実

の諸相や実証的調査研究の結果を引用して論証する。 

要するに、現実の各種対応や実践を「生徒指導モデル」にあてはめた時に「理論的に期待される

効用」と、それらの対応や実践が「現実に示す効用」とが予想通りに一致するなら、「生徒指導モ

デル」は理論的な分析枠組として活用できることになり、その有効性が論証されたと言える。 
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図１ 「生徒指導モデル」 ※滝（2002、82 頁）に、下２行の説明を加えた。 

３．「生徒指導モデル」から導かれる各エリア（アプローチ）の特徴 

 

まず、「生徒指導モデル」について簡単に説明し、次にその論理構造から導かれる各エリア（ア

プローチ）の効用・限界・弊害について新たに指摘する。 

 

(１)「生徒指導モデル」の４つのエリア 

「生徒指導モデル」の基本となる考え方は、次のように説明できる。 

①生徒指導の目的を、「問題行動への対応」と「児童生徒の自主的判断・行動の推進」の２つに

集約する。 

②それらの対概念として、それぞれ「好ましい行動の育成」と「大人の積極的な介入・統制の徹

底」を考える。 

③２つの対概念によって構成される「問題行動への対応⇔好ましい行動の育成」と「大人の積極

的な介入・統制の徹底⇔児童生徒の自主的判断・行動の推進」という２つの軸を斜交させ、問

題行動への対応を大人の積極的な介入・統制の徹底で実現する「エリア１」、好ましい行動の

育成を大人の積極的な介入・統制の徹底で実現する「エリア２」、問題行動への対応を児童生

徒の自主的判断・行動を通して実現する「エリア３」、好ましい行動の育成を児童生徒の自主

的判断・行動を通して実現する「エリア４」の４領域をつくる。 

④これら４領域の対応や実践はそれぞれ独立して存在し、生徒指導の目的は４領域が必要（実

態）に応じて総合的に実践されることで達成される。 

以上の考えを図示したのが図１である。２つの軸を直交ではなく斜交させているのは、両軸の

間には実際上の親和性があることを、すなわち「問題行動への対応」は「大人の積極的な介入・

統制の徹底」と、「好ましい行動の育成」は「児童生徒の自主的判断・行動の推進」と、それぞ

れ結びつきやすいという現実をふまえてのことである。また、各軸を相対する性質から構成して

いることからわかるとおり、複数のエリアに効果のある「万能の実践」の存在を理論的に否定し

ている。なお、各エリアの数字は整理上の番号に過ぎず、数字の大小は単純な優劣を示すもので

はない。 
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(２)４つのエリアと３つのアプローチ 

次に、事後治療的・予防治療的・予防教育的という３つのアプローチについて説明する。エリア

１〜４には、「方法原理」（問題に対する接近の仕方・アプローチ）にかかわる２つの傾向が内在

する。それぞれに連続した「事後的⇔予防的」と「治療的⇔教育的」という傾向であり、図の下に

示された２本の濃淡の帯はエリア１が事後的傾向を強く持ちエリア２〜４に移るに連れて予防的傾

向を強く持つことを、またエリア１〜３が治療的傾向を強く持ちエリア４に移るに連れて教育的傾

向を強く持つことを示している。それらの組み合わせから得られるのが事後治療的・予防治療的・

予防教育的という３つの傾向であり、図の左から右に移るにつれて変化していく。 

「事後的⇔予防的」については常識的に理解すれば十分である。では、「治療的⇔教育的」の軸

は、どう理解すればよいのであろうか。一般に、「治療」というのは次のような行為を指す。 

［被治療者の］問題の原因を［治療者が］特定し、［治療者が］その部分に対して働きかけること

により、問題を解決（解消）する 

一方、「教育」というのは幅広い概念であるが、「学習支援」という点に重きを置いた場合、次

のような行為を指す。 

［被指導者の］問題を［被指導者が］自覚し、［被指導者自らが］対処する意欲をもつことによ

り、問題（課題）を解決（克服）できるよう、［指導者が］支援すること 

前者の「治療」で主眼がおかれているのは、何よりも問題の解決（解消）である。それゆえ、主

体となるのは専門的な知識や技能を有する治療者になる。それに対して、後者の「教育（学習支

援）」では問題の解決（解消）だけが目的というのではなく、むしろその過程で子どもが育つこと

に主眼がおかれている。つまり、被指導者が主体となって問題解決を進める中で被指導者自らも成

長するのでなければ、たとえ問題が解決（解消）されたとしても意味は半減する。「集中治療」が

否定されることはないのに、「詰め込み教育」が批判されがちな理由もそこにある。 

要するに、「治療的⇔教育的」という表現は、前者が（特定の）問題解決志向、あるいは（特定

の）能力開発志向が強い取組であり、その結果、大人（時にはリーダーシップをとる子ども）が主

導するのは当然であるのに対して、後者は個々の子どもが自ら問題解決（回避）する能力を獲得し

たうえで問題が解決（解消）されるという学習志向や発達志向の強い、例えて言うなら基礎体力や

免疫力の向上を志向する取組であり、必然的に子どもが主体でなければ意味がない、という目的や

対象への働きかけ方に関する相対する傾向を示している。 

 

(３)理論的に導かれる各エリア（アプローチ）の効用・限界・弊害 

ここまでの概略から明らかなように、各エリア（アプローチ）の対応や実践は異なる目的を持ち、

その特徴も自ずから異なってくる。そこで、各エリア（アプローチ）の対応や実践に期待される一

般的な効用・限界・弊害を、「生徒指導モデル」の論理構造から理論的に描き出してみよう。 

⑴エリア１ 

このエリアは、問題解決（解消）を目的とする大人主導の事後治療的アプローチという特徴を持

つ。発達途上にある子どもが問題を起こした場合、その事後解決を子ども自身の自主的判断や行動

に委ねることは無理かつ危険である。生徒指導が求められる小中高という学校段階において、「問

題行動への対応」が「大人の積極的な介入・統制の徹底」と親和的であり、事後教育的という対応

が現実に存在し得ない根拠はそこにある。 

ここに分類される対応や実践の効用として考えられるのは、既に問題が顕在化した子どもに対し、
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その問題に応じた 適の取組を実施することで、問題を解決（解消）させやすい点であろう。ここ

で用いられる手法は個別指導やカウンセリングなど様々であるが、いずれの手法であれ、対処すべ

き問題がはっきりしてからの対応であることが、効果を上げやすい理由と考えられる。 

限界として考えられるのは、個別対応が基本になるため、対応できる子どもの数に限りがある点

であろう。一部の特殊な子どものみが「問題行動」を起こす段階（例えば、１担当者あたり２〜３

名）を超え、付和雷同的に問題行動に加わる子どもが現れたり、子ども全般の力（耐性や免疫力

等）が落ちて多くの子どもに問題が広がったりすると、このエリアの対応や実践では追いつかなく

なると考えられる。 

また、弊害として考えられるのは、こうした対応や実践が一部の大人（一部の教職員や専門家）

だけで熱心に行われると、一般の大人が関与しにくくなる点であろう。特別な能力や資格のある者

だけで行うことであるかのような雰囲気が生まれると、学校全体の協力が得にくくなり、生徒指導

本来の目的も部分的にしか達成されなくなる懸念がある。 

⑵エリア２ 

このエリアは、好ましい行動の育成を目指してはいるものの、何らかの問題の存在を意識して行

われる大人主導の予防治療的アプローチ (２)という特徴を持つ。子どもの年齢が相対的に低いほど

必要かつ有効な対応である。反対に、年齢が高くなるにつれて大人の関与は相対的に低下していく

ことが期待される。それは、社会的自立を促す教育機関としての学校の役割に由来するものであり、

「大人の積極的な介入・統制の徹底」が「好ましい行動の育成」と必ずしも強い親和性を持たない

理由もそこにある。 

ここに分類される対応や実践に共通する効用として考えられるのは、問題を起こした（起こしそ

うな）一部の子どもに限定することなく、その他多くの子どもを含めて事前に指導を行なうことに

より、問題の発生や拡散の抑止が期待できる点であろう。ここで用いられる手法は、道徳の時間や

特別活動等でいじめや薬物非行等について話し合わせる、学級開きにゲーム等を行う、などである

が、いずれにしてもエリア１と比べてはるかに広い対象に対して、予防的な効果を上げると考えら

れる。ただし、学校の役割を考えれば、大人の積極的な介入で好ましい行動を維持する段階にいつ

までもとどまるのでなく、子どもの成長に応じて彼らの自主的な判断や行動を活かす段階（エリア

４）に移行することが期待される。その意味では過渡的な領域とみなすことができよう。 

限界として考えられるのは、どのような問題が起きそうか、子どもに何が欠けているのか、問題

の抑止に何が必要か、等の判断は大人（たとえば学級担任等）が下すことになる点であろう。大人

の見識や価値観によって、どのような内容を取り上げ、どのような手法を用いるかが決まるため、

大人が危機感を持っていない事態（小中学生の性非行やインターネットによるトラブル等）への対

応は後手に回らざるをえない。大人主導の活動の限界がそこに現れると考えられる。 

また、弊害として考えられるのは、大人主導の取組を熱心に続けようとするあまりに、子どもが

主体となる活動の機会までをも奪いがちになる点である。とりわけ、大人が与えるトレーニング等

の疑似体験を子どもが主体的に取り組む実体験の代わりになるかのように誤解すると、現代の子ど

もにとって貴重なものとなった主体的な活動の場や機会がますます減らされていく懸念(3)がある。 

⑶エリア３ 

このエリアは、子ども主体という形はとるものの、問題解決を目的とすることから、中心的に活

動するのは一部の子どもに限定される予防治療的アプローチという特徴を持つ。子どもの年齢が相

対的に高くなるほど可能かつ有効な対応であるが、反対に年齢が低くなれば実施そのものが困難に
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なる。「問題行動への対応」が「児童生徒の自主的判断・行動の推進」と強い親和性を持ちにくい

理由も、そうした発達段階や能力の発達程度に基づく現実的な制約に由来する。 

ここに分類される実践に共通する効用として考えられるのは、実際に起きた問題の再発防止や起

きそうな問題の未然防止に対して、意欲のある子ども（生徒会の役員等）が主体となって取り組む

ことにより、教師の気づかない情報や感覚を活かした効果的な取組が期待できる点であろう。ここ

で用いられる手法は、生徒会が中心となって運動（いじめ防止等の）を進める、有志を募ってボラ

ンティア活動を行う、などであるが、エリア２と同様、エリア１よりも広い子どもを対象とし、加

えてエリア２よりも子どもの目線から問題を捉えることで予防的な効果を上げやすいと考えられる。

ただし、あくまでも問題対応が前提となるので、エリア１や２で取り組まれる大人主導の活動の補

助という位置づけで実践されるのが無難であろう。 

限界として考えられるのは、子どもが主体となった問題対応であるため、可能な取組には限界が

ある点であろう。とりわけ小学校では、中学校や高校ほどには子ども主体で幅広く取り組むことは

できない。また、中心的な役割を担う児童や生徒は活動に主体的に関与するため、後で述べるエリ

ア４の活動に取り組んだ場合と同様、その取組の過程で人間的にも大きく成長することが期待され

るものの、彼らに導かれる形になるその他の子どもの場合にはそうした効果までは期待できない。

あくまでもエリア２と同様の、問題の未然防止という効果にとどまる。 

また、弊害として考えられるのは、子どもには負担が重く危険な内容までが実践されてしまう可

能性がある点であろう。例えば、小学生や中学生にカウンセラー等の代わりに教育相談を行わせよ

うとする実践（森川 2000）などは、その典型である。 

⑷エリア４ 

このエリアは、子ども主体の協同的な活動に参加することを通して、子ども自らが好ましい行動

ができるように育つ予防教育的アプローチという特徴を持つ。社会的自立を促す学校の本来の役割、

生徒指導の本来の課題と言ってもよい。「好ましい行動の育成」が「児童生徒の自主的判断・行動

の推進」と親和的である根拠は、それが学校の 終的な目標そのものでもあるからである。 

ここに分類される実践に共通する効用として考えられるのは、すべての子どもが「自己有用感」⑷

を獲得することにより、大人ばかりか子どもにさえ認知されていない問題や、近未来に現れる未知

の問題までを含む種々の問題の回避・抑制という未然防止の効果が期待できる点であろう。奉仕体

験活動や職場体験活動等の他者との交流体験を通して自らの内に生まれる様々な感情に気づき、そ

うした感情をもたらす他者の存在や他者との交流を好意的に受けとめると同時に、そうした感情を

抱ける自分自身をも好意的に受けとめ、他者との絆や社会とのつながりを感じとる。そんな中で

「自己有用感」は獲得され、安易に問題行動に走ることを抑止したり、危険なものに近づくことを

抑制したりする働きを持つ。ここで用いられる手法には、社会性育成を目的として意図的・計画的

になされる種々の体験活動があげられるが、エリア１のように特別に問題を抱えている子どもだけ

を対象としたり、エリア２や３のように特定の問題にのみ焦点を当てたりするのでなく、すべての

子ども⑸を対象として、また未知の問題も含めた幅広い問題に対する予防的な効果を上げると考え

られる。 

限界として考えられるのは、劇的かつ即効的な変化は期待できず、緊急の問題対応には役立たな

い点である。「自己有用感」の獲得には時間（年数）がかかるうえ、一定の役割を果たせるだけの

精神的・身体的な発達も必要になることから対象となる学年（年齢層）も限定される。大人主導で

強引に導いたり形を整えたりすることでは意味がなく、あくまでも子ども自らが育つまで待つ必要
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があることの限界が、そこに現れると考えられる。 

弊害として考えられるのは、時間と手間がかかり、教職員への負担感が大きく、他の活動へのし

わ寄せも大きいことであろう。目的が教職員に共通理解されていないと、活動自体が自己目的化し

たり形骸化したりして成果が上がりにくくなり、悪循環になる。 

 

４．「生徒指導モデル」から理論的に導かれた特徴の現実的妥当性 

 

前節では、「生徒指導モデル」を概説するとともに、モデルの論理構造から理論的に導くことの

できる各エリア（アプローチ）の特徴（効用・限界・弊害）を指摘した。本節では、そこで指摘さ

れた効用や限界が、実際に学校現場等で用いられている各種対応や実践が現実に示す効用や限界と

一致することを示すことにより、「生徒指導モデル」が理論的な分析枠組みとして有効であること

を論証する。 

具体的には、代表的な生徒指導上の課題として、問題対応的なものから不登校対策を、健全育成

的なものから社会性育成をとりあげ、①それぞれの対応や実践を「問題行動への対応⇔好ましい行

動の育成」と「大人の積極的な介入・統制の徹底⇔児童生徒の自主的判断・行動の推進」という２

つの軸に基づく４つのエリアにあてはめる。そして、②各対応や実践が示す現実の諸相や実証的研

究の結果が、該当するエリアについて論理的に指摘された効用や限界と一致することを示す。 

 

(１)不登校対策の事例 

まず、不登校対策に関する対応や実践を「生徒指導モデル」にあてはめて検討する。 

⑴エリア１ 

不登校対策の対応や実践の中で、大人主導で問題解決を志向するエリア１に位置づけられる事後

治療的アプローチの代表例は、不登校児童生徒に対するカウンセリングであろう。平成４年に出さ

れた文部省の報告書（学校不適応対策調査研究協力者会議 1992）以来、専門家によるカウンセリ

ングは、効果的な不登校対策の一つとして注目をあびてきた。不登校になった児童生徒の学校復帰

や社会復帰、自立を促すといった効用など、文部科学省の調査結果⑹からも、エリア１の取組とし

て期待される効用をうかがうことができる。 

そんな中で、スクールカウンセラーの配置（に伴うカウンセリングの充実）には不登校を減らす

予防的な効果まであるかのような論調が聞かれることがある。⑺しかし、不登校になった後の対応

が基本のカウンセリングに、新たに不登校にならない効果を期待することには無理があろう。何も

問題のない子どもへのカウンセリングを行うことは、週に８時間というスクールカウンセラーの勤

務形態からも不可能に近い。不登校になりそうな児童生徒に早期対応することで欠席日数を 30 日

未満にとどめられる可能性はあるとしても、そうした数が新規増分を上回り不登校全体の減少をも

たらすようになることは、先に触れた文科省の数字から考えても期待薄であろう。教職員に対する

コンサルテーションの効果も考えられるものの、それは教師によるエリア２の取組の補助であって、

エリア１に位置づくカウンセリングの効用とは別である。カウンセリングは基本的に事後的になさ

れる対症療法であり、それ以外の効用を期待すべきものではないと言えよう。 

⑵エリア２ 

不登校対策の対応や実践の中で、大人主導で好ましい行動の育成を志向するエリア２に位置づけ

られる予防治療的アプローチの代表例は、平成４年の報告書で触れられた「心の居場所」をつくる
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実践であろう。これは「教師と生徒が人間愛で結ばれ、学校が児童生徒にとって自己の存在感を実

感でき精神的に安定していることのできる場所」（学校不適応対策調査研究協力者会議 1992）、

あるいは「自己が大事にされている、認められている等の存在感が実感でき、かつ精神的な充実感

の得られる場所」（不登校問題に関する調査研究協力者会議 2003）を指す。具体的には、保健室

等を居場所として活用する、学級づくりを進める、等であり、構成的グループ・エンカウンター⑻

を用いた学級づくりで不登校が減ったとの報告（平林 2001 など）は、エリア２の取組に期待され

る効用を示すものと言える。 

そんな中で、「居場所づくり」によって子どもの対人関係能力までが改善される（後で述べるエ

リア４の効用と同じように、子ども自身が育つ）かのような論調が聞かれることがある。⑼しかし、

エリア２の取組である「居場所づくり」に、そこまでの効用は期待できないはずである。「居場所

づくり」の代表的な手法である構成的グループ・エンカウンターは、所属集団内の親密感や所属感

を大人主導で高め、子どもを当該集団に適応させていく手法と言える。対人関係に必要なスキルを

教師主導で身につけさせる対応や実践（たとえば、この後で取り上げる社会性育成の事例で扱うス

キル・トレーニング類）でもなければ、対人関係に必要な意欲やスキルを子どもが主体となった活

動で獲得していく実践（エリア４）でもない。学級（学年）が変わるたびにエンカウンターを繰り

返す必要があるのも、その効果は現在の問題への治療的対応（緊張感の緩和等）にとどまり、子ど

もが自信をつけたり能力を高めたりする（つまり、育つ）ものではないことによる。 

ちなみに、中学校の不登校は小学校と比べて急増することが知られているが、その中身を詳細に

調べることで「居場所づくり」の効用と限界をうかがい知ることができる。中学１年時に不登校に

なった生徒のうち、小学校の４〜６年生で「不登校相当」（「不登校」の扱いではなくとも、30

日以上の長期欠席に相当する）であったと考えられる者は 50％以上で、反対にそうした兆候を疑

うことのできない生徒は 20〜25％である⑽。つまり、小学校時代になにがしかの問題があったこと

が疑われる子どもは中学１年時の不登校生徒の少なくとも５割、多くて８割であることがわかって

いる。ところが、中学１年時の不登校生徒の中で小学６年時に正式に「不登校」と報告されていた

のは、３分の１程度に過ぎない（文部科学省 2004、54 頁）。５〜８割が問題を抱えているのに実

際に６年時に「不登校」として扱われたのは３割強という数字の差は、中学校よりも小学校で熱心

に取り組まれている「居場所づくり」の効用に他なるまい。すなわち、小学校での「居場所づく

り」は、なにがしかの問題を抱えた児童を６年時に登校させることに成功しており、小学校の「不

登校」児童数を押しとどめる効果があるものと考えられる。しかし、その効果は中学校まで持続す

ることはなく、また小学校６年時の再登校は必ずしも問題の解決（解消）を意味してはいない。エ

リア２の対応や実践の効用と同時に、その限界を象徴する結果と言える。 

⑶エリア４ 

エリア３の前に、子ども主体で好ましい行動を身につけるエリア４の予防教育的アプローチに位

置づけられる不登校対策の対応や実践について見ていく。この代表例は、10 年間に不登校が倍増

したことを受けて設置された協力者会議による報告書で指摘された「絆づくり」である。これは、

「教師や友人との心の結び付きや信頼感の中で、主体的な学びを進め、共同の活動を通して社会性

を身に付ける場所」（不登校問題に関する調査研究協力者会議 2003）を指すものである。文科省

の委嘱研究からは、「絆づくり」の活動を中心に取り組んだ学校では子どもの対人関係能力が伸び

るとともに、学級や学校への適応力も高まったことが示されている（国立教育政策研究所生徒指導

研究センター 2004）。これは、エリア４の取組に期待される効用を示すものである。 
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この予防教育的な「絆づくり」とエリア２の予防治療的な「居場所づくり」を、同じように「人

間関係づくり」と表現するのは混乱の元である。なぜなら、「居場所」は大人がつくるものである

のに対し、「絆」は子ども自らがつくるものである。既に見てきたとおり、「居場所づくり」は集

団内の雰囲気⑾を大人主導で改善することで子どもの適応を図る予防治療的な取組（エリア２）で

ある。それに対して、「絆づくり」は子ども主体の活動を提供することによって子ども自らが好ま

しい対人関係をつくりだせる力（対人関係に対する意欲やスキル）を獲得し、子どもが自ら適応力

を高めていく予防教育的な取組（エリア４）である。ねらいも働きかけ方も異なる両者を同じよう

に「人間関係づくり」と表現することで、子ども主体（エリア４）のつもりで大人主導（エリア

２）の対応や実践に終始する誤りが後を絶たないとするなら、表現法を改めるべきである。 

さて、エリア４の取組の場合、エリア１のような特定の問題のある子どもに対する効用や、エリ

ア２のような即効性までを謳うことは少ないと思われる。そもそも学校全体で長期的な計画のもと

に実施する手法の場合、不登校になった子どもが参加することは不可能であるし、即効性を期待す

ることも自己矛盾になる。すなわち、 初から限界は正しく理解されていると言えよう。言うまで

もないが、「居場所づくり」の対応や実践が精一杯の子どもに、「絆づくり」の活動をさせること

はできない。治療的発想と教育的発想を適当に混ぜ合わせることには意味がなく危険でさえある。 

⑷エリア３ 

さて、不登校対策の対応や実践の中で、子ども主体で問題解決を志向するエリア３の予防治療的

アプローチに位置づけられる代表例は存在するのであろうか。その答えは、エリア３が、誰による、

誰のための取組かを考えれば明らかであろう。児童会や生徒会が中心になって、一般の子どもの不

登校の未然防止に取り組んだ場合、逆効果になることも予想される⑿。いじめ防止や仲よし活動の

推進という形の取組が、不登校にも間接的に効果を及ぼすことが期待できるくらいであろう。問題

（課題）の種類によって各エリアに該当する実践が存在しないことがあってもおかしくはない。 

 

(２)社会性育成の事例 

次に、社会性育成に関する対応や実践を「生徒指導モデル」にあてはめて検討する。 

⑴エリア１ 

社会性育成の対応や実践の中で、大人主導で問題解決を志向するエリア１に位置づけられる事後

治療的アプローチの代表例は、反社会的行動をとった子どもに対する個別指導や非社会的な行動を

とる子どもに対するカウンセリング等である。そうした反社会的・非社会的な行動や考え方の改善

を積極的な社会性育成の取組と考えることは少ない。しかし、そうした行動をとる子どもに欠けて

いる社会性を補い社会復帰に至らしめる取組には、エリア１の効用が確かにあると言える。 

こうしたエリア１の事後治療的対応がエリア２や４のような形の社会性育成につながると主張す

る論調も、やはり少ない。ただ、少年事件等が起きた際の「親(教師)は厳しく指導していたのか。

なぜ(予兆に)気づかなかったのか」等のマスメディアからの批判は、問題を起こしそうな子ども

にエリア１の対応がなされていたなら社会性を発達させられたのでは、との論調と言える。 

しかし、問題行動をとらないようにさせることが、そのまま好ましい行動をとることにつながる

とは限らないし、ましてや社会性が育つことを意味するわけでもない。実際、「普通の」（いわば

「想定外の」）子どもが起こす問題の増加は、「問題が目立つ子」や「気になる子」にのみ着目し、

事後治療的対応で問題を解決（解消）するエリア１の対応の限界を示していると考えるべきであろ

う。対症療法的な事後対応は予防治療的でも予防教育的でもないのである。 
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⑵エリア２ 

社会性育成の対応や実践の中で、大人主導で好ましい行動の育成を志向するエリア２に位置づけ

られる予防治療的アプローチの代表例は、道徳の時間の指導や各種のスキル・トレーニング類⒀で

ある。問題行動を改めるには、何が好ましいかを知らなければならない。好ましい判断ができない、

好ましい行動ができないと考えられる場合には、大人がしっかりとお手本を示していくことが大切

であり、その効果もある。これは、エリア２の取組として期待される効用と言える。 

ところが、エリア２の対応を進めれば、少年事件等を含め、 近の子どもの社会性の未熟・未発

達に起因する問題が解決（解消）されていくかのような、エリア４の効用までを期待する論調も聞

かれる。例えば、少年事件を防ぐための対策として指摘される「社会的スキル…（中略）…を身に

付けさせるための学習や訓練の場が必要」「コミュニケーション能力の向上を図る」「相手の心を

読み取ったり、感情を表現する力なども育てたい」「問題が生じたり、困ったりしたときや、嫌な

思いや辛い思いをしたときに、どう対処するか、そのためのスキルを身に付けさせる」（長崎県教

育委員会 2004、24 頁）等が、それに当たる。 

しかしながら、好ましい行動をとらない子どもというのは、好ましい行動が何かを知らない、好

ましい行動の仕方を知らない、行動が下手という事例ばかりではない。知ってはいてもそのように

行動しない、そもそもそうしたいと思わない、他者の存在を気にかけない、他者との関わりを拒否

する、等の事例もある。むしろ、近年の少年事件等に関連して注目されているのは「スキル以前の

レベルである意欲や関心、共感性等の乏しさ」（国立教育政策研究所生徒指導研究センター 2004、

11-13 頁）であり、後者のような子どもの増加である。こうした子どもには、エリア２の取組は必

ずしも有効ではない。なぜなら、道徳的な価値観や対人関係のスキルを身につけること自体に意欲

や関心を示さず、そうするようにとの働きかけも拒否するからである。あるいは、表面的には理解

し受け入れたかのように見えても、実際場面では期待される行動をとらない。こうした子どもには

エリア４の取組により、人と関わることの喜びや楽しさから感じとらせていくことが必要になる。 

ところが、対人関係の意欲や共感性等の獲得に関して、同じくエリア２に分類される構成的グ

ループ・エンカウンターを用いれば、「児童・生徒が、自己開示をし、自己主張をし、自己を自由

に表現する。そうすることで自分が見えてくる。そうすることで他者との関係も深まる」「思いや

りや気配りや自己主張能力を育む効果をもつ」（岡田 1996）との論調もある。だが、先の不登校

の事例で指摘したとおり、エンカウンターが高めるのはあくまでも当該集団内の他者との関係性

（つまり、親密感）である。それが一般的な他者に対する思いやりや自己主張能力に結びつくと主

張できる科学的根拠は未だ示されたことがない。むしろ実証的研究の結果⒁からは、計画的・継続

的に繰り返した場合でさえ社会性の獲得に至らなかったことが明らかになっている。 

エリア２の効用は予防的取組の第一歩として大切であるが、あくまでも治療的発想の働きかけで

ある。そうした対応や実践が、エリア３や４で取り組むべき課題（問題）まで達成（解消）できる

かのような主張は、理論的にも実証的にも根拠がない。「育てるカウンセリング」「予防・開発

的」等の表現に惑わされ、大人主導で生みだされた一時的・表面的な変容(問題が見えなくなった

状態)を子どもが「育った」と勘違いし、エリア４と同様の効用を持つかのように誤解してはなら

ない。そうした誤解に基づいてエリア４の対応や実践を省略すれば、子どもはその段階にとどまり

続け、決して育つことはない。そして、解決されないまま先送りされた問題は、数年後、再び顕在

化する。近年、「想定外」の子どもによる少年事件等が続発しているが、子どもが主体となって実

際に関わり合う活動がこの 10 年ほどの間に大きく減らされてきたことと無関係とは言い切れまい。
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特別活動や道徳の時間にエンカウンターを用いた疑似体験を与えていれば行事等で提供される異年

齢交流等の実体験を減らせるかのような誤解が広がっているとすれば、大問題と言えよう。 

⑶エリア４ 

社会性育成の対応や実践の中で、子ども主体で好ましい行動を身につける予防教育的アプローチ

に位置づけられる代表例は、「日本のピア・サポート・プログラム」⒂や、従来から小中学校でな

されてきた活動を意図的・計画的に組んだ「異年齢の交流活動」である。日本の子どもの問題行動

の特徴は「いつ誰にでも起こりうる」⒃という点にあるが、そうした認識に立つなら、すべての子

どもが「自己有用感」を獲得し、進んで人とかかわりを持とうとするように育つ対応や実践が重要

になる。「日本のピア・サポート・プログラム」等の実践は、確かに人とかかわることへの自信や

意欲を高め、学校生活への適応感も高めることが実証されている（国立教育政策研究所生徒指導研

究センター 2004）。これは、エリア４の取組として期待される効用を示すものと言える。 

 そんな中で、エリア４の対応や実践を、問題が目立つ子どもの社会性向上にも役立てたい等の希

望や期待が示されることがある。しかし、そうした発想は予防教育的ということを正しく理解して

いないものと言える。既に問題が顕在化している子どもに対処するのならエリア１の取組、特定の

問題を意識した予防であればエリア２の取組が適している。事後治療的対応や予防治療的対応が効

果的な対象に、あえて時間も手間もかかるエリア４の予防教育的対応で取り組む意味はない。 

 実際、方法原理の異なる各エリアを「いいとこ取り」と称して混ぜ合わせる考え方は、効果を上

げないばかりか、逆効果になる。子ども主体の活動を意図的・計画的に実施したエリア４の実践は、

人とかかわることの喜びや、人とかかわりを持つことに対する自信や満足感を高めた。ところが、

そうした活動に教師主導のエリア２の手法と発想を持ち込み実施させた
．．．

時、期待された効果は現れ

なくなってしまったのである（国立教育政策研究所生徒指導研究センター 2004、29〜34 頁）。 

⑷エリア３ 

社会性育成の対応や実践の中で、子ども主体で問題解決を志向する予防治療的アプローチに位置

づけられる代表例は、社会性育成それ自体を目的とする対応や実践ではなく、副次的にそれが達成

される対応や実践であろう。児童会や生徒会の活動を通して、幅広い子どもに予防治療的効果を上

げるばかりでなく、中心的役割を担う子どもの場合には彼ら自身が大きく成長することは、経験的

にもよく知られている。それは、エリア３の取組として期待される効用を示すものと言える。 

他によく聞かれるものに、生徒会活動や部活動を通して、エリア４の実践同様、すべての子ども

の社会性が育てられる、という論調がある。しかし、残念ながら大きく成長するのは中心メンバー

だけである。他のメンバーも中心メンバーと同じような行動を取れるように変わったとしても、そ

うした場面を離れて持続する力、主体的に取り組む力、自覚的に行動する力は、中心メンバーほど

には育たない。生徒会や部活動を中心に学校の荒れを防ぐ取組が、すべての子どもの社会性を育て

るわけではないことは、経験的にも明らかであろう。 

 

５．分析枠組みとしての「生徒指導モデル」の活用例・留意点・期待される変化 

 

前節では、「生徒指導モデル」から推測される効用や限界は、確かに現実の諸相や実証研究の結

果と一致することを確認した。当該エリア（アプローチ）に期待される効果を超えて他エリア（ア

プローチ）に期待される効果までをも上げるかのような論調には、理論的にも実証的にも根拠がな

いことが示された。「生徒指導モデル」を分析枠組として用いれば各種対応や実践の効用や限界を
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正しく評価でき、自校の対応や実践の見直しや選択が学校現場で可能となることが明らかになった。

以下では、学校現場における「生徒指導モデル」の活用例と留意点について具体的に示す。 

 

(１)自校にどのような対応や実践が必要かを考える場合 

①自校の生徒指導上の課題はどのようなものかを整理する 

その課題は、特定の子どもに既に顕在化している問題に対する対応なのか、広く一般の子ど

もに発生が予想される問題に対する対応なのか、広く一般の子どもに育てたい課題に対する

対応なのかを考え、事後治療的・予防治療的・予防教育的のいずれに該当するかを判断する。

複数の課題がある場合には、それぞれについて判断していくことが必要である。 

②（課題は事後治療的・予防治療的・予防教育的のいずれと判断したかにより）取り組むべき対

応や実践を決定する 

事後治療的課題と判断されたのならエリア１の取組になるので、対処すべき子どもの問題に

対して も適切な対応や実践は何かを考え、それに秀でた大人（教職員、保護者、種々の専

門家、等）を主担当者にして対応や実践を進めていく。また、予防治療的課題と判断された

のならエリア２（大人主導）とエリア３（中心的な子ども主体）のいずれの取組にするのか

を決める。エリア２であれば、より幅広い子どもに同じような働きかけができるよう、コー

ディネーターの役割（エリア１の主担当者の役割とは異なる）を果たす教職員を中心に学年

や学校全体の共通理解を図り、すべての教職員で対応や実践を進めていく。エリア３であれ

ば、子どもの中から中心になれそうな者を選び出し、彼らを中心に対応や実践を進めていく。

その際、できるだけ多くの教職員で中心となる子どもを支えるようにするが、大人主導で進

めてしまうことのないよう、教職員の働きかけ方には注意する。そして、予防教育的課題と

判断されたのならエリア４の取組になるので、すべての子どもが主体的に参加できる活動を

選定し、子ども中心に対応や実践を進めていく。すべての子どもが「自己有用感」を獲得で

きる機会や場を提供するために、獲得に至る仕組みをすべての教職員が理解して子どもの状

況に応じた適切な支援ができるよう、学年や学校全体の共通理解を図ることが重要である。

その際、大人が介入しすぎることのないよう、教職員の働きかけ方には注意する。 

 

(２)自校の既存の対応や実践を評価して改善を図る場合 

①実際に行っている対応や実践は、どのエリアに位置づくものなのかを判断する 

その対応や実践が、特定の問題解決を志向しているのか、幅広い健全育成を志向しているの

かにより、また教師主導で取り組んでいるのか、特定の子どもが主体となって取り組んでい

るのか、すべての子どもが主体となって取り組んでいるのかにより、どのエリアに該当する

かを判断する。特定のエリアに位置づけることができず、複数エリアにまたがるかのように

思われる場合は、誤解に基づいた取組が行われていると判断して構わない。 

②期待している成果が、そのエリアで達成されるはずの成果かどうかを判断する 

エリア１の場合には、特定の子どもに既に顕在化している問題の解決や緩和、エリア２や３

の場合には、広く一般の子どもに発生が予想される問題に対する予防、エリア４の場合には、

広く一般の子どもに「自己有用感」を獲得させての問題の回避、である。期待している成果

と実際に行っている対応や実践で得られるはずの成果が食い違っている場合は、適切な対応

や実践に切り替える。 
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(３)適切な対応や実践を選び、適切に実施するための留意点 

上記のような判断を行う場合、また対応や実践を実施する際に留意すべき点について触れる。 

①表面的には同じように見える事例に対する判断を誤らない 

たとえば小学校段階などできまりを守れない子どもがいた時、軽度発達障害等や特殊な家庭

環境等の個別の事情が原因である場合と、単にしつけられてこなかったことが原因である場

合が考えられる。前者は事後治療的、後者は予防治療的もしくは予防教育的な対応や実践が

必要となる。 

 ②対応が不要な子どもかどうかの判断を誤らない 

  落ち着いているように見える子どもがいた時、集団の雰囲気が良かったり、特に気に入らない

こともなかったりすることで問題を起こさない場合と、社会性が育っており、自覚して問題

を起こさない場合とが考えられる。後者の場合には特段の対応や実践は不要であるが、前者

の場合には次のステップとして予防教育的な対応や実践が必要である。そうでないと、数年

後に問題を起こす可能性があるからである。 

 ③教師の働きかけ方を誤らない 

  教師主導で行う対応や実践と子ども主体で行う対応や実践とでは、教師の働きかけ方は全く異

なる。あれこれ面倒を見ることを「熱心さの現れ」と受けとめる保護者（そして教職員）が

増えているが、手を出さないでおくことも必要であることを理解すべきである。また、支援

のつもりで指導している（治療しようとしている）教職員も多く見られるので、注意が必要

であろう。 

 

(４)「生徒指導モデル」が活用されることによる取り組み方の変化 

 後に、意図的・計画的な生徒指導の推進に関わる効用について触れたい。 

 ①何にでも効果があるとの謳い文句に惑わされなくなる 

  たとえば、ある課題に取り組もうとしたときに、事後治療的な手法としても、予防治療的な手

法としても、さらには予防教育的な手法としても効果があるかのように万能性を謳う対応や

実践を盲目的に導入することがなくなる。 

 ②目的と齟齬のある対応や実践が減る 

 一部の問題を抱えた子どもに対して有効とされる事後治療的な手法を予防教育的な手法である

かのようにすべての子どもに適用する、事後治療的な特別な対応が必要な子どもに対して一般

的な子どもと同じ予防治療的な対応しか行わない、等の誤りがなくなる。あるいは、事後治療

的な対応や実践しかしていないにもかかわらず、予防的な効果が上がるかのような勘違いが減

る。目の前の課題と長期的に取り組むべき課題が峻別でき、計画的な生徒指導がなされるよう

になる。 

 ③治療による変容を成長と誤解することがなくなる 

 特定の問題に対する対症療法的な働きかけにより一時的・表面的には問題が解決（解消）して

も、それが必ずしも子どもが育った結果とは限らないことを、冷静に判断・評価できるように

なる。「心の居場所づくり」によって登校した子どもに対し、それ以上の働きかけをしないま

ま放置する等の事例が減る。あるいは、教師主導の「学級づくり」を子ども主体の「絆づく

り」と勘違いしなくなる。生徒指導の目的が、目先の問題対応だけではないことが、教職員に

共通理解されるようになる。 
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 ④意図的・計画的な生徒指導に変わる 

 上記の①〜③の結果、マスコミで取り上げられていた、都道府県の教育センターで紹介された、

研修を受けてきた教職員がいる、今までやってきた、等の理由だけで、自校の課題の分析さえ

なされないままに取り組むことが減り、意図的・計画的な生徒指導がなされるようになる。 

 

おわりに 

 

日本の生徒指導に関する本格的な実践研究は始まったばかりである。社会的文化的背景の異なる

海外の研究成果を安易に紹介したり、他領域の研究成果を文脈や概念の差を理解しないまま適用し

たり、大人と子どもの区別を無視して論じたり、現実の学校場面で機能するかどうかを検証しない

まま提案したり、裏付けを示さないままに過大な効果のみを喧伝したり、等の、実践研究とはとて

も呼べない段階から脱し、日本の現実と向き合いながら理論を構築し、それを実践し、その成果を

検証することが期待できる段階に、ようやく到達しつつある。 

本稿は、そうした段階で役立つ理論的分析枠組としての「生徒指導モデル」の妥当性を論証する

ことを目的とした。しかし、仮説を提示するだけの理論研究に終わることのないよう、筆者が関

わってきた「中１不登校調査」や「社会性育成プログラムの開発」等の実証的研究の成果を引用し、

より説得力のある論証を試みた。さらに、このモデルの活用例についても言及することで、実践研

究に役立つよう配慮した。各学校現場で「生徒指導モデル」を活用した自省的な実践が積み重ねら

れていくことにより、現実を変える力をもった実践研究が生まれることを期待したい。 

 

〈注〉 

⑴冒頭で触れた「単なる生徒の問題行動への対応」であってはならないとの主張は、「青少年非行の対策といった

いわば消極的な面にのみあるのではなく」（文部省 1965、１頁）との表現で登場して以来、指導要領の改訂にあ

たって常に繰り返されてきた。学校現場の生徒指導には、ずいぶん昔から、混乱や誤解があったらしいことがう

かがえる。 

⑵「治すカウンセリング」に対して「育てるカウンセリング」と表現することにより、あたかも教育的なアプロー

チのように論じられる（たとえば、渡辺 1998）手法は、特定の問題を想定して欠けた部分を補う発想で用いられ

ている実態から考えて、予防治療的手法に該当すると言える。 

⑶少年事件が続発する背景として「都市化や少子化の進展やテレビゲーム、パソコンなどの普及などにより、大勢

で遊ぶ、友人と語り合う、他人と協力し合うといった多様な人間関係の中で、社会性や対人関係能力を身に付け

る機会が減っており、学校や地域社会といった本来社会性を育成する場で社会性が育まれにくくなっている」

（少年の問題行動等に関する調査研究協力者会議、2001）との指摘がある中で、同質性の高い学級内の疑似体験

を優先して、異学年で関わる場や機会となる学校行事等の実体験を減らしていくことには、疑問が残る。 

⑷「自己有用感」とは、「他者の存在を前提として自分の存在価値を感じること、誰かの役に立てたという成就感

や誰かから必要とされているという満足感」（国立教育政策研究所生徒指導研究センター2004、112 頁）である。

似た概念に「自尊感情」があるが、その語源の self-esteem は自尊心やうぬぼれと訳されることもあるように、

自分の自分に対する評価に過ぎない。海外では自尊心が低いことを問題行動の原因と見なす風潮があるが、因果

関係を検証した研究は少ない。さらに日本の少年事件を見れば、自尊心は高いのに他人から認めてもらえない少

年の事件も目立つ。日本の問題行動を考える際に有効な概念として、筆者は意識的に「自己有用感」の語を用い

ている。 
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⑸「すべての子ども」とは、全学年が同じように一斉に、の意味ではない。「自己有用感」の獲得にはそれに見

合った精神の発達が不可欠なので、すべての子どもが主体的に参加し、かつ参加したすべての子どもが「自己有

用感」を獲得できるには小学校５〜６年生以上が対象となる。  

⑹文部科学省（2004）の 50〜51 頁によれば、「指導の結果、登校する又はできるようになった児童生徒」は不登

校全体の 25.6％、その際に効果のあった措置の中で「スクールカウンセラー、心の教室相談員等が専門的に指導

にあたった」が占めるのは 7.2％(不登校全体の 1.8％)である。 

⑺たとえば、「平成 15 年度学校基本調査の結果を受けて」という平成 15 年８月 26 日付の横浜市教育委員会の

ＨＰ(http://www.city. yokohama.jp/me/kyoiku/topics/150827_2.html)には、中学校で不登校がやや減少した

理由として、「昨年度よりスクールカウンセラーが全校配置されたため、予防的対応や不登校生徒の状況にあっ

た対応が行われたことの影響ではないか」と記されている。  

⑻本稿で構成的グループ・エンカウンターと表現する場合には、あくまでも本来の意味でのエンカウンターのみを

指す。近年、スキル・トレーニング等の類までをもエンカウンターの一種と主張する暴論が存在するが、本稿で

は明確に区別して論じる。 

⑼エンカウンターで不登校を減らす実践を行った教師が、「学校に来ればたくさんの友達がいるという支えは、不

登校傾向の子どもにとっても励みになっている」と記した後に、「不登校を起こさない子を育てるには…（中

略）…エンカウンターの手法が効果的だ」と続けている(平林 2001)。「居場所づくり」による親密感の高まりを、

対人関係能力の獲得と混同する典型例と言える。  

⑽国立教育政策研究所生徒指導研究センター（2003）、6—7 頁。「不登校を理由とする 30 日以上の長期欠席」と

いう定義にこだわらず、欠席や保健室登校等、遅刻や早退の合計 30 日以上を「不登校相当」とした。兆候を疑

えない生徒とは、小学４〜６年の３年間とも 15 日以内の欠席にとどまる者である。 

⑾人間関係の改善を促すことを意図した雰囲気の改善を「雰囲気づくり」と呼ぶことができる。それを「人間関係

づくり」と安易に呼ぶ風潮があるが、ここで達成されるのは親密感の高まりに過ぎず、「人間関係をつくる」

「人間関係ができる」という一般的なイメージとは異なる。人間関係がつくられるのは、あくまでも個人が主体

的に行う相互的な営みによってであり、第三者がつくったり与えたりできるものではない。第三者にできるのは、

雰囲気を改善することによって、関係改善を促し、個々人の主体的な営みを支援することである。いわゆる「対

人関係スキル」の訓練でさえ、支援以上の効果はない。なぜなら、「お手本」を示すことはできても、その通り

に実行するかどうかはあくまで個々人の意欲や関心に委ねられているからである。 

⑿「子どもや親が何がなんでも学校にいかなければならないという義務感を抱く結果、それがプレッシャーとなり

登校拒否の状態がかえって悪化してしまうケースも少なくない」(学校不適応対策調査研究協力者会議 1992)と

いう事態が生じてしまう懸念がある。 

⒀ソーシャル・スキル・トレーニングやアサーション・トレーニングが代表的である。本来の構成的グループ・エ

ンカウンターとは、まったく別物である。 

⒁国立教育政策研究所生徒指導研究センター（2004）の 106-107 頁には、婉曲的な表現を用いてはいるものの、意

図的・計画的に取り組まれた子ども主体の交流活動が子どもの社会性の変容を促したのに対し、意図的・計画的

に取り組まれた教師主導の活動は変容をもたらさなかったことが記されている。エリア２の手法を月に１回、６

年間通して実践した調査協力校においてさえ、期待された社会性の変容が見られなかったことを指している。 

⒂エリア３に位置づく海外のピア・サポート活動とは一線を画し、「日本の問題状況をふまえ、伝統的な子育ての

知恵を活かし、日本の子どもが育つために必要な教育活動として開発された」（滝編 2004、15 頁）ものを「日

本のピア・サポート・プログラム」と称している。 

⒃たとえば、平成８年１月 30 日に出された文部大臣の「緊急アピール」には、「深刻ないじめは、どの学校にも、
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どのクラスにも、どの子どもにも起こりうるものである」と述べられている。 
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Abstract 

Traditionally in Chile, the State (central government) has played a leading and dominant role 
in expansion of the educational system. Under a highly centralized state system, at the end of 
the 1960s Chile had attained an advanced level of coverage in primary and secondary education. 
At the beginning of the 1980s, under the military government, Chile initiated the most radical 
market-oriented educational reforms on a national scale. This was a precursor of what is known 
nowadays as the neo-liberal policy in education. The planning and design for reform was 
undertaken by economists (so called “Chicago Boys”) who had been trained at the School of 
Economics of the University of Chicago.  
The purpose of this article is to analyze the process of change from state control towards market 
coordination in educational policy against Chile’s political and economic background in those 
days. In September 1973, the armed forces seized power in a bloody coup against the socialist 
government of President Salvator  Allende. At first, in the area of educational policy, the 
military government emphasized the national security   principle. In pursuit of this principle, 
the educational system underwent severe ideological intervention. Educational authorities 
attempted to purge the educational system of every element that could be instrumental in the 
political influence and Marxist infiltration of schools. They disbanded the teachers’ union and 
fired many teachers with leftist views.  
Meanwhile, the Chicago boys attempted and to some extent succeeded in reconstructing the 
Chilean economy as they gained power in the government  They persuaded President Augusto 
Pinochet to adopt a new educational policy that was based on their neo-liberal and 
market-oriented ideology. They intended to improve efficiency in education by introducing 
competition and private initiative mechanisms. They planned the reform design exclusively 
without consultating with existing educational stakeholders or listening to public opinion. In 
1980, Chile launched a profound, market-based educational reform through administrative 
decentralization, voucher-based financing, teacher labor deregulation and open competition 
between public and private schools.  
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はじめに 

 

先進国、開発途上国をとわず、経済のグローバル化や新自由主義的イデオロギーの浸透とともに、

教育の民営化、分権化、規制緩和、競争と選択を柱とする市場原理の導入、公教育の運営への民間

的経営手法の導入などを求める議論が盛んになっている。また一方でこうしたいわゆる新自由主義

路線に立脚する教育改革に対する懸念や批判も多い。こうした議論を意識する時、南米チリの経験

が注目される。なぜなら、あまり知られていないが、チリは、1980 年代から世界に先駆けて大規模

な新自由主義的な教育改革に取り組み、すでにこの分野で歴史的経験を重ねているほとんど唯一の

国だからである。 

1980～81 年にかけて、チリ政府は、次のような一連の大胆な教育行財政改革を導入した。①バウ

チャーによる国庫助成方式の導入、②教育行政の地方分権化（国立の基礎教育・中等教育機関の管

理運営を市町村に移管）、③教員の非公務員化（市町村へ身分を移管し民間企業の労働法を適用）、

④一部の職業技術教育中等学校の運営を直接に民間の企業経営者団体に委託、⑤父母の学校選択に

情報を提供するための全国的な学業評価システムの導入、⑥高等教育機関創設の大幅な規制緩和、

私立機関の奨励、⑦高等教育への国庫助成方式の変更（高等教育の無償制の廃止、競争的資金配分

の導入、調達資金源の多元化） などである。いずれも、 近の新自由主義的教育改革論議において

提示されつつある政策メニューを先取りする内容である。 

著者は、すでに別稿で、チリにおけるこうした教育政策の実施過程、その効果と限界について分

析を試みている（斉藤 2004 年）。本論は、むしろ時間をやや遡り、そもそも、なぜチリという南

米の小国において、1980 年という早い時期に、このような新自由主義的な教育政策が出現するにい

たったのか、その歴史的経緯、政策の形成過程に焦点を当てて検討を行うことを目的とする。当時

のチリは、クーデターによって文民政権を倒し、反対派に対する過酷な弾圧や人権侵害によって国

際的な非難を浴びていた軍事政権の統治下にあった。軍事政権と新自由主義的な教育政策という異

例とも見える組合せは、いかにして出現したのか。チリにおいてその鍵となったのは、軍事政権下

で登用された経済テクノクラートのグループ、いわゆる「シカゴ・ボーイズ」の存在であった。以

下、ここでは、チリの教育発展の歴史を概観するとともに、シカゴ・ボーイズの主導の下に、世界

で 初の大胆な新自由主義的な教育政策の「実験」が開始されるにいたる経緯を見る。 

 

Ⅰ．チリ社会の伝統と軍事政権の誕生 

 

チリは、南米大陸の南西端、険峻なアンデス山脈と太平洋にはさまれた南北に細長い国土を持つ

国である。1818 年にスペイン植民地から独立する。独立後の歴史を見ると、チリには近隣の諸国と

はやや異なる特色が見られる。第一は、その政治的安定である。スペイン系ラテンアメリカ諸国の

歴史は、そのほとんどが、独裁、内乱、クーデター、軍人支配、政情不安などに彩られる歴史であ

る。これにたいしチリでは、独立後の 10 年間ほどの混乱を除けば、1833 年憲法の制定の後、国は

一世紀以上にわたって政治的安定を確保し、大統領制と議会制民主主義の下で公正かつ平和裡に政

権交代が行われる政治システムを維持してきた。また軍部は、伝統的にシビリアン・コントロール

を尊重し、政治への介入を回避してきた。第二は、その人種・文化的構成の同質性である。インカ、

アスカテなどのインディオ文明が栄えていたアンデス地域やメキシコなどと異なり、現在のチリの

地域は、もともと多数のインディオ人口を持つ地域ではなかった。植民地時代を通じて、国の中央
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地域では純血のインディオはほぼ消滅しており、頑強に抵抗をつづけたマプチェ族などは南部の周

辺部に追いやられた。また独立後、スペイン、イタリア、ドイツ等ヨーロッパから多くの移民を受

け入れたこともあり、ヨーロッパ系白人の子孫が圧倒的多数を占める同質的な民族構成となってい

る。第三には、豊富な鉱物資源の開発を中心にして比較的安定した経済発展を維持してきたことで

ある。チリは世界 大の銅の産地であり、この他にも鉄鉱石、硝石などの輸出がこの国に富をもた

らした。また 1930 年代以降、輸入代替工業化をベースにした産業の成長もみられた。1939 年には、

国の開発企画と投資のための機関として産業振興公団（CORFO）が創設される。政府系企業が数多く

設立され、国家主導型での産業育成がめざされた。しかし、一方では、鉱物資源輸出に過度に依存

した経済体質は、国際価格の変動や世界経済の動向によって、しばしばこの国の経済に停滞と混乱

をもたらした（Collier & Sater 2004）。 

このチリで 1970 年、大統領選挙で人民連合のアジェンデが勝利して、左翼政権が誕生する。選挙

は、当時、国の政治勢力をほぼ拮抗する形で三分していた右派（保守党・自由党）、中道（キリスト

教民主党）、左派（社会党・共産党・急進党等） が激しい選挙戦を展開した。左派が辛うじて第一

位を占め、国会での決戦投票で中道のキリスト教民主党の支持を取り付けて政権の座についた。こ

れは、当時、世界ではじめて選挙によって合法的に社会主義政権が誕生した例として国際的な注目

をあつめた。アジェンデ政権は、米国系の銅鉱山会社の国有化、基幹産業・大企業の国有化、大規

模農園の接収＝協同組合化、勤労大衆の生活水準の向上をめざす所得再配分政策など「チリの社会

主義への道」をめざす急進的な政策を相次いで導入する（吉田 1979 年 pp.91-110）。こうした政

策は、熱狂的な大衆的支持を得る一方で、既存の支配層や中間層からの強い抵抗や反発をまねいた。

当初はアジェンデ政権の誕生に手を貸した中道のキリスト教民主党も、政権の性急かつ強引な改革

手法に対してしだいに批判を強めていった。またキューバ革命以降、この地域全体の非共産化を対

ラテンアメリカ外交の柱にしていた米国は、チリでの社会主義政権の誕生に警戒を強めていた。米

国系の銅鉱山会社の国有化を巡る紛争から、米国はチリに対して事実上の経済制裁を発動する。Ｃ

ＩＡが反アジェンデ政権の立場から活動を展開していたことも公然の秘密であった。 

政権２年目以降になると、チリの経済は急速に悪化する。国有化された企業の運営の混乱や民間

投資意欲の減退などにより、生産は低下し、経済成長率はマイナスに転化する。急激なインフレー

ション（1972 年 163％、73 年 508％）に見舞われ、また農業の不振による食料不足も表面化する。

財政赤字、国際収支の赤字も急速に拡大する。アジェンデ支持派と反対派の政治的対立はますます

激化し、ともに大規模な大衆動員やデモを組織し、暴力的な衝突も発生する。改革の断行を主張す

る急進派による工場や農場の占拠、これに対抗する企業家や自営業者によるサボタージュやストラ

イキも頻発する。73 年半ばまでにチリの経済システムと政治秩序は崩壊直前にまで達していた。 

こうした中、1973 年９月 11 日、軍部・国家治安警察によるクーデターが発生し、アジェンデ政

権は崩壊する。軍事評議会が政権を掌握するとともに、憲法が停止され、議会も解散される。やが

て陸軍総司令官ピノチェット将軍が大統領に就任する。軍部は、チリに未曾有の混乱をもたらした

大の原因は、マルクス主義の影響とその破壊工作にあるとして、前政権関係者、左翼知識人、組

合指導者、学生運動家たちに対する厳しい弾圧を開始した。軍部による政権奪取は、秩序を回復し、

国の活動を正常化するまでの短期間に止まると期待する向きもあった。しかし、やがて軍事政権は、

その目指すべき国家像を明確にするとともに、チリの社会改造、新しいチリ人の育成に自ら中長期

的な観点から取り組むことを宣言する。クーデターから半年後の 74 年３月に示された『軍事評議会

の諸原則の宣言』はそれを次のように述べている。 
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「軍部は、政権に留まることに時間的制限を設けない。国を道徳的、制度的、物質的に再建す

る仕事は、長期にわたる深甚な努力を必要とする。 終的には、チリ人のメンタリティを変

えることが急務である。本政権は、自らの行動あるいは無作為により、国を実質的に崩壊さ

せたことに責任を負うべき当の政治家たちに権限を返還するまでの一時的な中断ではないこ

とを断固として宣言する。わが国の命運をかける新しいステージを開始すること、新しい世

代のチリ人のために道を開くことが本政権の希望である」（Declaración 1974） 

 

軍部は、多元的民主主義の名の下にマルクス主義の浸透を許し、ついには選挙により社会主義政

権を誕生させるまでにいたったチリの議会制度、政党政治そのものに不信感を強めていた。マルク

ス主義を排除するのみならず、二度とマルクス主義の浸透を許すことがないようチリの伝統的な政

治制度そのものを改める必要を強調したのである。また、従来の国家主導型の社会主義的な経済運

営に代わる新しい経済モデルを提示することもその仕事とされた。「チリに新しい制度をもたらす歴

史的使命を引き受ける」ことを自認する軍事政権は、この後 1990 年まで 16 年半の長期にわたって

チリを統治することになる。 

 

Ⅱ．1970 年代初頭までのチリの教育的伝統 

 

軍事政権の教育政策の検討に入る前に、この 1973 年にいたるまでの、チリの教育の発展状況、軍

政以前の教育政策について概観しておこう。先に指摘したこの国の歴史的な特色を背景に、チリは、

ラテンアメリカ諸国の中にあっては、隣国のアルゼンチンやウルグアイと並んで、教育の発展にお

いて地域をリードする存在であった。1833 年憲法は、「公教育は政府の優先的配慮事項である。議

会は国民教育の全体計画を策定する」（第 153 条）とさだめて、国民への教育普及において政府の

果たすべき役割を重視していた。1842 年、植民地時代に設立された王立サン・フェリペ大学を再編

し、 初の国立大学としてチリ大学が創設される。チリ大学は、高等教育機関であるともともに、

全国の中等教育機関、初等教育の管理をおこなう行政機関を兼ねていた。同年、 初の国立師範学

校も設立されている。1860 年に初等教育法が成立し、初等教育は政府の直接的な管理下に置かれる

ことになる。またカトリック教会もチリ・カトリック大学（1888 年創立）から中等教育機関リセオ、

教区学校にいたる重要な教育活動を展開していた。1925 年憲法による政教分離以降も、「教育の自

由」の原則が憲法条項（第 10 条第７項）に定められて私学教育の存在を保障した。1920 年に初等

義務教育法が制定される。義務教育は 初４年間であったが、1929 年に６年間に延長される。1940

年代以降、農村地域でもかなりの教育の普及が見られた。こうした教育を重視し国家主導型で教育

の整備を行う国家の姿は、「教育する国家」「教師としての国家」（Estado Docente, Teaching State）

と言う名で表現されていた。 

チリの教育発展において、特に大きな進展がみられたのは、1960 年代、とりわけ 1964 年に成立

したキリスト教民主党のエドゥアルド・フレイ（E. Frei）政権の時であった。60 年代に入ると、

当時国際的に流行しつつあった人的投資論や教育計画論の影響をうけて、チリにおいても、国の教

育全体の問題を体系的に診断し、統合的な教育発展計画の作成に関する論議が高まっていた。1962

年、保守派のアレッサンドリ政権の下で「教育の統合的計画のための委員会」が設置された。同委

員会は、２年間かけてチリの教育のさまざまな側面について詳細な検討を行い、チリの教育の包括

的な改革を求める報告書『チリ教育の統合的計画化のためのいくつかの前提』（1964 年）を提出し



教育における国家原理と市場原理 

 125

た。ここでは特に、初等教育を６年から９年間に延長することを提案していることが注目された。

この報告書は、当のアレッサンドリ政権の下で、実行に移されることはなかったが、その提言内容

の多くは、次のフレイ政権に引き継がれることになった。 

国際的な環境もチリの教育発展を促進するものであった。1959 年のキューバ革命とその社会主義

化の衝撃は、米国の対ラテンアメリカ政策の転換にも大きな影響を与えた。米国はケネディ政権の

下に、共産主義の脅威を排除することを目的に、ラテンアメリカ諸国の社会・経済・政治的近代化

を積極的に支援する政策を打ち出し、1961 年、ラテンアメリカ諸国との間に『進歩のための同盟』

（Alliance for Progress） を締結した。この『同盟』のアジェンダにおいて、教育改革は 優先

課題と位置づけられ、加盟各国に包括的な教育発展計画を作成するよう要請した。こうした中、大

規模な教育改革を掲げるチリのフレイ政権に対して米国は好感を示し、連邦援助庁やフォード財団

を通じて米国からかなりの財政的支援が提供された（Cox 1984 p.128）。また、チリの首都、サンテ

ィアゴには、ユネスコのラテンアメリカ地域事務所が置かれている。『同盟』締結の翌年、1962 年、

サンティアゴに、地域各国の教育相や経済相が集まり、ラテンアメリカ地域全体の教育開発を討議

する会議が開催された。そこで採択された教育開発計画が、通称「サンティアゴ・プラン」と呼ば

れるものとなった（皆川 1984 p.82）。サンティアゴ・プランは、1970 年までに、初等教育の完全

普及、中等教育生徒数の３倍増などかなり野心的な目標を掲げるものであった。 

「自由のなかの革命」（revolution in liberty）をその政権のスローガンに掲げ、革新的な政策

を断行したフレイ政権は、教育改革を 優先の政策課題の一つとしていた。1965 年、従来の初等教

育６年、中等教育６年という区切りを改め、基礎教育８年、中等教育４年という現行の８・４制へ

と転換させた。この無償義務の８年間の基礎教育という理念と制度は、当時としてはきわめて先進

的なものであった。また貧困児童生徒の就学を奨励するために「全国就学助成・奨学金委員会」（Junta 

Nacional de Anxilio Escolar y Bacas）が設置されている。これは貧困児童を対象とした朝食ある

いは昼食の給食事業、奨学金提供事業をおこなった。学校建築の予算が大幅に拡張され、校舎の増

改築が急速に進められたが、急増する生徒数には追いつかず、校舎の不足を補うため都市部では二

部制授業が広く採用された。また、ベンジャミン・ブルームやラルフ・タイラーの教育理論、ピア

ジェの学習心理学などを当時の 新の教育思潮を取り入れながら、初等・中等教育のカリキュラム

改革を導入した。こうした新しい教育課程や教授法を調査研究し、また教員研修を推進するために

1967 年に「教育研究・研修・実験センター」（Centro de Perfeccionamiento, Experiementación e 

Investigaciones Pedagógicas）が創設されている。またこの時期に、在籍者の増加に対応する教員

増がはかられるとともに、師範学校は従来の中等教育レベルから高等教育レベルへと引き上げられ

た。就学者数、就学率ともに急増した。1961 年に基礎教育に相当する６～14 歳年齢層の就学率は

83.6％であったが、1970 年にすでに 96.8％に到達していた。一方、中等教育の就学率も 61 年の

15.1％から 33.5％と大きく拡張していた。この年、成人識字率も 89.0％に達していた。チリはすで

に教育大国となっていた。 

1970 年のアジェンデ政権の誕生とともに、教育省の主要ポストは、人民連合を構成する各党派の

間で勢力に比例して配分された。左翼系の知識人や教員組合指導者などから成るこれらの幹部職員

の間ではしばしば意見の対立が見られ、アジェンデ政権としての独自の教育政策を打ち出すのを困

難にしていた。しかし、全体としては、これまで進学機会を閉ざされてきた民衆層や貧困層への教

育機会の拡大をはかるというポピュリズム的な路線に立って、前政権の教育の民主化・教育機会の

拡大政策を継承し、教育の量的拡張政策を一層推進した。基礎教育レベルではほぼ完全普及を達成
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したのを受け、中等教育および高等教育の拡張が顕著であった。1973 年までの３年間で、中等教育

の就学率は上記の 33.5％から 42.9％にまで急増した。左翼的な傾向を持つ教員組合は、アジェンデ

政権の有力な支持母体であった。各種の教員組合は教育労働者統合組合（SUTE）へと統合され、教

育政策にたいする発言力、影響力を一層増大させていた。アジェンデ政権は、教育政策の形成、学

校の運営過程への広範な国民参加の実現を公約し、1971 年 12 月に、広範な国民層の代表者をあつ

めて教育問題の診断と改革方策について国民的論議を行うとして「国民教育会議」（Congreso 

Nacional de Educación）を開催した。教員、父母、生徒、労働組合、地域市民組織などの代表約１

千人がそれに参加した。政権２年目には、各学校、地域、県、州の各レベルに、教員・生徒・父母

組織の代表、地域社会や労働組合の代表者を委員とする「教育審議会」を設置することを命じたい

わゆる「民主化政令」（1972 年 10 月  政令 2048 号） を公布した。政府はこれらの審議会に、事実

上、政策決定権、政策遂行監視、評価という大幅な権限を付与しようとしたが、政令にたいする立

法審査権限をもつ共和国会計検査院は、法律改正を行うことなしに政令においてこの種の決定権限

を付与することは違憲であると異議を唱え、結局、これらの各種の教育審議会の機能は、協議ある

いは諮問の役割に限定されることになった（Cox 1984 p.319）。 

アジェンデ政権は 1973 年１月に、かなり唐突に、当時のソ連のポリテクニックをイメージさせる

ような新しいタイプの学校、「統合国民学校」（Escuela Nacional Unificada, ENU）による教育制度

の急進的な改革の構想を打ち出した。これは、 急進派社会党出身の教育総局長ヌニェスの主導す

るものであった。それは教育と生活・生産労働との統合、理論と実践の統合を中心的な理念とし、

制度的には、地域に存在するすべての学校（ 基礎教育学校、普通教育および職業技術教育の中等学

校、さらには教育省の管理下にあるすべての学校外教育の機関等） を一つの管理機関の下に統合し、

この教育複合体を一つの単位として自治的な教育運営を行わせるというラディカルな改革構想であ

った。中等教育のカリキュラムにおいては、すべての生徒に、学校の実習室や作業室のみでなく、

実際の生産や労働の場における実習活動を組み込むものとされた。しかしながら、新しい社会主義

的人間像の形成をめざすというイデオロギー的色彩の濃い統合国民学校の構想は、保守派のみなら

ず、それまでアジェンデ政権に対して比較的中立の立場を取ってきた教会や軍部をも警戒させるも

のとなり、激しい論争を巻き起こした。また、政権誕生の際の公約に反して私立学校への介入をも

示唆する姿勢を示したことでキリスト教民主党の離反をいっそう深めた。権力基盤が弱体であり、

またますます混迷の度を深めていた経済状況もあり、統合国民学校の構想を実行に移すことは事実

上不可能であった。まもなく政府はその撤回を宣言するにいたる。しかしながら、統合国民学校を

めぐる論争の激化は、教育の枠をこえた政治的問題となり、 終的に軍のクーデターを招く要因の

一つとなったと言われている。 

高等教育にもこの時期、大きな変革の動きがみられた。大学史上、この時代は「大学改革」“Reforma 

Universitaria”の時期と呼ばれている。この時期、世界的な学生運動の高揚の影響もあり、チリで

も 1967 年ごろから大学改革が叫ばれるようになった。こうした大学改革運動により、大学の民主化

＝大学の運営への教授・学生・職員の参加の拡大、カリキュラム改革＝伝統的専門職養成中心から

の脱皮、専任の教授職・研究職の拡大、社会的問題への大学人の発言や取り組みの拡大、高等教育

への国庫助成の増加、高等教育進学機会の拡大などが進展した。 

高等教育機関は、国立２校（チリ大学と国立工科大学）、私立６校（うちカトリック大学３校）と

少数の機関に限定されたままではあったが、60 年代以降は、地方都市における進学需要の増大に対

応するために、二つの国立校を中心に、地方都市に地方キャンパス（分校）を開設する動きが見ら
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れた。1965 年における大学在籍者数は、全体で 42,000 人たらず、高等教育該当年齢層に占める就

学率は、5.6 ％であったが、1968 年 7.8 ％、70 年 9.2 ％、72 年 14.8％、1973 年 16.8％と急速に

拡張を見せていた。在籍者数も、1967 年の 55,657 人から 1973 年には 145,663 人へとこの大学改革

期の６年間で約 2.6 倍に増加していた。 

大学改革運動の高揚、教授・学生たちの大学運営への参加の拡大は、同時に、大学の「政治化」

を進行させた。大学内では、さまざまな勢力が、大学や学部の管理の主導権をめぐって活動を活発

化させる。また大学のような重要な社会的機関での運動や騒擾は、すぐに国の政党間での勢力争い

や対立と連動していった。伝統的な大学自治権により政府の介入をまぬがれていた大学は、政治運

動を行うものにとっても安全地帯であり、強力な活動拠点となった。アジェンデ政権の誕生後は、

急進的な社会主義的政策の是非をめぐって、大学も支持派と反対派の両極に分裂し、厳しいイデオ

ロギー的・政治的対立の舞台へと変化していった（斉藤  2005 年）。クーデターの当日、軍部はそ

れぞれ、サンティアゴ市内の三大学、チリ大学（空軍）、カトリック大学（海軍）、国立工科大学（陸

軍）を占拠し、支配下においた。左翼の拠点であった工科大学では抵抗する学生たちとの間で激し

い銃撃が展開された。 

 

Ⅲ．軍政初期の教育政策 ――― 純化と統制 

 

軍政初期には教育政策も軍事的色彩が濃厚なものであった。それは、当局から見て、学校の政治

化とマルクス主義浸透の道具とみなされるあらゆる要素を教育システムから排除することに焦点を

あてていた。クーデターの翌年 1974 年に公表された『チリ政府の教育政策』は、次のように述べて

いる。 

「チリ政府は、現在の も重要な目的は、国民統合であることを宣言する。それゆえに、社会

階級間での修復不可能な敵対意識を想定し、それを促進するような思想を拒絶する。国の精

神的統合は、進歩、公正、平和を前進させるための土台である。・・・・権力を掌握した直後

から、現政府は、教育システムを健全化するための一連の方策を採用してきた。第一は、教

育の重要な部分に浸透していたマルクス主義を排除することである。第二は、長年ますます

悪化してきた問題、過度の中央集権化を緩和することであった。それは他の分野でもそうで

あるが、教育の近代化を妨げてきた。第三には、すこし長期的な視点から、政府は、国の教

育問題についての詳細な診断を行うことを命じてきた。」（Políticas Educacionales 1974） 

 

軍部は国家安全保障イデオロギー（対外的な敵のみならず、国を内部から侵攻する勢力に対する

戦争を宣言する） を前面に打ち出し、反マルクス主義の立場から、教育界の「正常化」「純化」に

着手する。軍人が教育相や大学学長に任命される。政権に批判的な大学教授、学生、教員組合指導

者などの追放、訴追が行われた。社会主義、共産主義のシンパ、左翼的な傾向を疑われる数多くの

校長や中堅教員が解雇された。1973 年から 1980 年までに、それは教員全体の 10％におよんだ。ま

た軍政は、組合員９万人と、国で 大規模であり、また左翼系の執行部が指導する教育組合を警戒

し、それを「常に掃討する必要のある地雷原」（Núñez 1984 p.186）とみなし、組合費の徴収の停止、

資産の凍結、組合法人格の廃止を行い、それを解散に追い込んだ。やがて、それは、伝統的な専門

職の団体・協会を模範とした職能集団である「教師会」Colegio de Profesores へと転換された。

教育課程から、「政治的論争を引き起こすおそれのある」政治・イデオロギー的な要素が削除され、
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代わりに、愛国心、チリ史、カトリックの伝統を強調する教材や儀式が導入される。それらは軍部

の秩序観と愛国的価値とシンボルを賛美するものであった（Espínola 1993 p.70）。 

軍部は学校の日常活動にも監視を強めた。たとえば、1974 年８月に、首都圏の教育機関の校長宛

に出された教育省の通達（軍司令部の通達を転記したもの）は、それぞれの管理下にある学校にお

いて、教員、補助教員、職員、生徒、父母などの間で、次のような活動がみられた場合、すみやか

に軍司令部に告発するよう命じていた。すなわち、政治状況についてのコメント、政府の活動ある

いは過激なグループについての悪意のある噂の流布、軍事評議会あるいはそのメンバーに関する冗

談や小話の流布、愛国的な理念や価値の歪曲、軍当局の承認を得ないで校舎の内外で集会の開催、

校長の管理権限を弱める議論の普及、特に愛国的な価値観を高揚する事に関して教育省あるいは軍

司令が発した規則を遵守しない、生徒団体・父母団体等の役員を直接選挙で選出するよう校長に圧

力をかける、学校の規律を乱し生徒の正常な教育活動の展開を乱すおそれのあるあらゆる事柄

（Núñez 1984  pp.481-82）。 

教育行政の面では、教育省の再編が行われた。これは、同時に、軍政がおこなった国内統治シス

テムの再編とも関連するものであった。軍政は、国を新たに 13 の州に区分した。各州の下には、県

が置かれ、さらにそれは市町村に細分化された。この地方制度の再編にともない、教育行政システ

ムも、他の国家組織と同様に、州へと分散化された。13 の州には、州教育事務所が設置され、また

40 の県には県教育事務所が設置された。こうした動きは、一見したところ、1980 年以降の教育分権

化の先駆とも見られるが、軍政初期の教育行政の再編は、地方自治論や民営化をも視野に入れた後

の分権化論とは異なる論理をベースにするものであった。ある研究者は、「教育システムの地域化の

理論的枠組みは、ジオポリティカル（地政学）なものであった」として次のように指摘している。 

 

「国家の権力を州に再配分することをめざす大きな転換も軍事的原則に立脚して遂行された。

それは軍事的コントロールの道具であり、・・・・国家の統制的機能を強化することを目指し

ていた。・・・新たに設置された州は、軍人の命令系統に似た階級的な構造によって、中央の

政策と決定を地方レベルに伝達することに責任を負う行政の単位となった。統制は、大統領

によって任命された州知事から、同じように大統領によって任命された県知事、市町村長へ

と上から下へと進行した。・・・・教育システムも、他の国家組織と同様に地域化された。こ

の地域化によって、教育省と学校とを結び付ける中間的な行政組織が創設された。・・・・こ

れらの中間行政単位は、中央政府および教育省の規則が学校レベルで遂行され、中央政府の

政策に違反しないことを監視するものであった。それらは、教員の雇用に責任を負わず、ま

た資金の配分にも関与しなかった。それらの権限は教育省に集中されたままであった」

（Espínola 1993 pp.71-72） 

 

また、こうした教育行政の再編は、「権力の極端な集中を変更することなく、それらが効果的に遂

行されるのを確保するために利用された地方分散化＝事務委任（desconcentración）にすぎず、分

権化（descentralización）ではない」（Núñez 1993 p.94）として、その限界を指摘する論議もある。

いずれにせよ、軍事政権は、教育行政の面でも、国家に過剰に集中する行政的機能を地方に分散さ

せることをめざすとともに、権威と命令の厳格な系統に従って、上下の縦の関係を強化した。それ

は同時に、参加的・協議的な組織を排除するものであった。アジェンデ政権の「民主化政令」で導

入されることになった地域・学校レベルでの「教育審議会」も実施に移されることなく廃止された。
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1954 年に設置されて以来、国民各層の代表者を集めて国家的な教育政策の審議に重用な役割を果た

してきた「国家教育審議会」も解散される。 

 

Ⅳ．シカゴ・ボーイズの登用と新自由主義的経済政策の推進 

 

大きな変化は 1980 年頃に生じた。同じ軍事政権の下であるが、この時期を境に、チリの教育政策

は、上述のような治安維持、国家安全保障の論理をベースにした純化・統制、権威的な規律強化の

方策から、本論の冒頭に紹介したような、いわゆる新自由主義的な教育政策の導入に大きく方針を

転換することになる。それは、いわゆる「シカゴ・ボーイズ」が教育政策の分野にも進出し、従来

の教育エスタブリッシュメントに代わって、教育改革の主導権を握ったことを意味するものであっ

た。教育政策に転換について検討する前に、まず、そもそも、チリにおいて何故に軍事政権と経済

テクノクラートとの連携が生じたのか、シカゴ・ボーイズとは何者なのか、について述べておくこ

とが必要である。 

 

１．チリにおけるシカゴ・ボーイズの誕生 

1950 年代半ば、米国の国際援助庁（後の USAID）は、ラテンアメリカ地域に対する技術援助の一

貫として、これらの地域の経済成長に貢献するため高等教育分野への援助プログラムを策定しつつ

あった。チリはその中でも、特に国の経済計画を主導するエコノミストの養成を支援する経済学分

野が対象とされた。それは米国の特定の大学とチリの大学との間の相互交流協定の形をとるものと

された。米国側の大学は、このプロジェクトに積極的に協力したシカゴ大学経済学部長であり人的

資本理論で知られたセオドア・シュルツ教授の尽力などによりシカゴ大学と決定された。チリ側の

カウンターパートとして、 初は、国立チリ大学の経済学部に提携の話が持ちかけられた。しかし、

シカゴ大学の経済学研究の学風（マネタリズム、新自由主義）に対する反発と名門大学としての意

識からチリ大学はそれに消極的な態度を示した。これに代わり、積極的な姿勢を示したのが、弱体

な経済学部を抱えその拡充を目指していた私立の名門チリ・カトリック大学であった。こうして

1956 年３月に、３年間のプロジェクトとしてシカゴ大学とカトリック大学の間で、経済学の分野で

の、教授・学生の相互交流協定（シカゴ大学の経済学教授たちのチリ派遣、チリ人学生のシカゴ大

学留学）が締結された（Valdés 1995 p.115）。シカゴ大学経済学部内部でも、この「チリ・プロジ

ェクト」はしだいに重要なものとなっていった。チリ人学生たちは、Ｍ・フリードマン、Ｔ・シュ

ルツ、Ａ・ハーバーガーら著名なシカゴ学派の重鎮から価格理論や統計を駆使した調査法など経済

学の基礎的理論を徹底的に教え込まれた。チリ人学生の真摯な態度と優秀な成績は米国側をも驚か

せるものであったという。協定は、延長、再延長された。1970 年代初頭までには、主としてカトリ

ック大学で経済学を学び、その後シカゴ大学の経済学部で大学院コースを履修して帰国したチリ人

は 100 人を超えていた。かれらは、「フリードマン本人以上にフリードマン学派となって」（Valdés 

1995 p.206 ）チリに帰国した。 

当時のチリは、国家主導型で輸入代替工業化を推進しつつあり、また国連ラテンアメリカ経済委

員会（ECLA、サンティアゴに本部事務所がある）の事務局長ラウル・プレビッシュらの唱導するい

わゆる「構造学派」経済学が優位であり、シカゴ学派の民間セクターを中心とした自由市場型の経

済学はそれほど人気のあるものではなかった。シカゴ学派のエコノミストたちは、カトリック大学

の経済学部と経済研究所、官庁の中堅官僚、民間のビジネス・セクター、一部の経済雑誌などを拠
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点に活動をつづけていたが、教条主義的なまでにシカゴ学派の経済理論に傾倒する彼らにたいして

は反発も多く、チリ学術界や経済界では主流を占めるにはいたらず不満を内攻させていた。しかし

ながら、このグループの学閥としての結束力はきわめて高かったと言われている。 

 

２．軍事政権による登用 

アジェンデ社会主義政権の誕生とともに、マルクス主義経済学が優勢になり、企業の国有化、市

場への政府介入、労働者の企業経営参加、賃金や価格の統制が進められたことは、彼らの焦燥と危

機感をますます募らせた。アジェンデ政権の下で、インフレの昂進、物不足、闇経済の横行など経

済の混乱が著しくなるに及んでかれらは行動を開始した。1972 年８月になると、彼らは、個人的な

人脈のあった海軍の高官や保守系の新聞「エル・メリクリオ」の編集部とひそかに接触し、主とし

て議会の野党勢力に政権への攻撃材料を提供する作業を開始する。やがてそれは、（クーデターを想

定した）人民連合政権崩壊後に採用されるべき包括的な経済再建プランの作成にまで進んだ。この

秘密裡の作業には、チリのビジネス・グループからの資金支援があり、また少なくとも一部の資金

は米国ＣＩＡから流入していたといわれる。“El Radrillo”（レンガ）と題されたその経済プログ

ラムは、軍事クーデターの直前に海軍当局に提出されていた。（De Castro 1992）。 

軍事クーデターの成功は、彼らにとっては千載一遇のチャンスであった。「権力を掌握した時、将

軍たちは経済については何も知らなかった。大混乱に陥っていた経済を安定化させ、再活性化させ

ねばならなかった。彼らはアドバイスを必要としていた」（Collier & Sater 2004  p.364） 。「一

つの興味深い疑問は、シビリアン・コントロールの伝統の下に政治に関与してこなかった、また経

済的にはポピュリズム的立場を保持してきた軍部が、なぜそれほど熱心に自由市場的アプローチを

推進したかである。自由市場擁護者の影響力の増大を説明する一つの重要な要素は、クーデターの

時、シカゴ・ボーイズはすでに、経済分野への政府の介入を大きく削減することをベースにして、

一つの完成した包括的な経済プログラムを練り上げていたことである。一方、経済アドバイスを提

供できる可能性のあるその他の（反人民連合の） グループは、ピノチェットやその他の軍高官を納

得させうるような一貫したプログラムや計画を提示できなかった」（Edwards & Cox 1991 p.94）。軍

事評議会による新政権において、経済・財政関係の官庁を海軍が所管したことも彼らにとっては有

利にはたらいた。彼らは次第に軍事政権に食い込み、その経済政策に影響を与えていった。 

 シカゴ学派の、経済への政府介入の否定、民間イニシアチブ絶対視の思想は、軍事政権において

は、「補完原理」（principio de subsidiariedad, principle of subsidiarity）として表明された。

それは、国家安全保障の原理と並んで政権の中心的な思想とされた。それは端的にいうなら、上位

のグループ（国家）は、中間や下位のグループ（地方、民間、家庭）などがそれ自体で達成するこ

とが可能な事柄には介入すべきでなく、下位のグループによる効果的な活動の可能性が少ない部分

に限って補完的に介入すべきであるという原則である。要するに、「地方にできることは地方にまか

せ、民間にできることは民間にまかせる」という原則であり、国家はその補完的な役割に徹すべき

といういわゆる小さな政府の思想である。国家は 1974 年の『軍事評議会の原則の宣言』では、この

原理の経済分野への適用を次のように述べている。 

 

「補完原理は、経済分野では自由なイニシアチブへの権利を前提とすることは明らかである。

生産活動への民間の参加は、効果的な経済発展への唯一の道であり、国家は、補完性の原則

において、そうした参加を排除できないし、すべきでもない。国家によるあらゆる経済活動
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の独占は、国家主義的な社会を生み出し、実質的に、個人的自由を否定するのみならず、民

間企業の創造的能力を排除することになる。・・・・近代の経済は、国家が包括的な経済の計

画化に参加することを求める。しかし、国家計画は、民間企業を阻害するほど肥大化すべて

きはなく、それらと同調して補完に徹するべきである」（Declaración 1974） 

 

新自由主義派は、従来の福祉国家像が、国民の働く意欲、道徳的な力、自己責任を弱体化させて

きたと主張した。新しい規律の原則は、国家からではなく、市場から引き出されることになる。 1975 

年３月には、シカゴ学派の教祖ともいうべきミルトン・フリードマン教授自身がチリを訪問し、ピ

ノチェットにインフレ克服のために「ショック療法」を採用することを提言している。シカゴ学派

はしだいにピノチェットの信頼を獲得し、その中心人物であるカトリック大学前経済学部長デ・カ

ストロ（Sergio de Castro）が 1975 年に経済相に任命されたのをはじめとして軍事政権に登用され

た。そのグループは、国家計画局（ODEPLAN）、財務・経済両省、中央銀行などの主要ポストのみな

らず、労働・教育・鉱業・厚生などの各省の幹部ポストへも進出した。デ・カストロは 76 年に財務

相に転じ、より急進的に経済改革を遂行していった。 

 シカゴ・ボーイズたちの経済政策の柱は、伝統的な政府の経済への介入を極力排除し、大胆な民

営化と規制緩和によって市場の徹底した自由化めざすものであった。彼らは、軍部による力の支配

で反対派の不満を完全に沈黙させた政治的・社会的状況の中で、信奉するシカゴ学派直系の新自由

主義的経済政策を、「教科書どおりに」実行しはじめる。アジェンデ政権の時代に政府によって接収

された企業の旧所有者への返還、多くの国公営企業の民営化、小売価格統制の撤廃、投資・金融市

場の自由化、関税の引き下げ、為替の固定相場化、農地改革の停止＝接収された農地の返還、共有

農地の分配と競売、などの政策を断行した。 

ショック療法の結果、75- 76 年に景気は一時後退するものの、その後は、チリ経済は急速な回復

基調に乗った。73 年には年間 600％を超えていたインフレは、２桁に、そして 1981 年には一桁に

まで低下した。銅の輸出に過度に依存していた経済から脱却し、ワイン、水産物、林業などのアグ

リ・ビジネスを中心とした非伝統的な輸出品の成長がみられた。チリの商店の店頭には輸入品が氾

濫し、消費ブームにわいた。民営化政策の機会に乗じて、新旧の経済グループのコングロマリット

が台頭する。外国から流入した膨大な資金を利用して、不動産投資や建設ブームが起こった。シカ

ゴ学派の経済学者たちの名声はあがり、いつしか彼らは「シカゴ・ボーイズ」（Los Chicago Boys）

の名で呼ばれることになる。 

 

３．「近代化」政策の推進 

70 年代末をむかえ、ピノチッェト大統領の独裁的権力が確立され、また政権内でのシカゴ・ボー

イズの地位と権限が高まるにつれて、軍事政権の関心の焦点は、国家安全保障の確立やインフレ対

策を柱にした経済再建から、しだいにチリの社会経済のより抜本的な構造改革へと移行することに

なる。これは、軍政が、みずからの手で効力を停止した 1925 年憲法に代わる新しい憲法（1980 年

憲法） を制定し、さらに長期間の政権運営（この時点から 大 16 年間のピノチェットの大統領任

期を想定していた） への展望を固めたこととも関連する。政権は、70 年代の軍政初期には手を付

けなかった、労働関係、教育、保健衛生、社会保障、農業セクター、司法システム、行政などの七

つの分野での改革に着手することを宣言する。政府は、それを「近代化」（modernización）政策と

称した。要するに、近代化政策とは、経済再建に自信を深め、軍政内での発言力を増したシカゴ・
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ボーイズが、その信奉する新自由主義的政策を、経済の分野を超えて、教育や保健医療を含む社会

政策分野にも適用しようとするものであった。 

彼らは、教育システムはきわめて非効率的に運営されている、すなわち、投入される資金の量の

大きさに較べて成果が小さいと評価していた。そして、その非効率性の原因を、中央集権化され官

僚制化した国の教育行政（教育省） の問題、および民間セクターの教育への参入の低調さに帰した。

彼らは、教育省が公立学校の直接的運営から撤退し、それを地方の政府機関に移管し、合わせて、

新しい私立学校を拡大し、学校教育の提供をめぐって公立学校と競争しあうような市場メカニズム

の導入を構想した。 

 

Ⅴ．新自由主義的教育政策の出現 

 

 軍事政権の教育政策の大きな転換点となったのは、1979 年３月５日にピノチェット大統領が発表

したいわゆる「教育に関する大統領指令」（Directiva Presidencial sobre Educación）であった。

これは、上記のようにそれまでもっぱら教育の純化・イデオロギー的統制活動を強化するのみで積

極的な教育政策を提示してこなかった軍事政権が、80 年代を前にはじめて包括的な教育政策の指針

を明確にしたという意味で注目されるものであった。 

指令は、まず、「県教育事務所をベースに、急速かつ効果的な分権化が推進されるべきである。そ

れは、より多くの自治をもち、当該県内において、現在、教育省が所管する就学前・基礎・中等教

育を提供するために必要とされる物的資源（校舎、施設、教材） および人的資源（教員、補助教員、

職員） を管理するものとする。・・・・教育省は、国家的な規範と標準を策定し、それを監視する

ことになる。教員の研修を除いて、学校の運営を行わないものとする」と述べる。これは、これま

での教育行政の地方分散化とは明らかに一線を画し、本来の意味での地方分権化（県レベルへの）

への移行を指示するものである。さらに「県教育事務所の運営予算は、通学する生徒数によって定

められる額となる。この額は、へき地での教育コストの高さを補償するために明確に画一的に決め

られた傾斜配分の場合を除いて、各教育領域ごとに全国一律とされる」としている。一年後に導入

されることになるバウチャー制度による資金配分を示唆するものである。さらに、私立学校に関す

る部分では、私学への国家助成制度の継続や、施設設備の拡充のために国からの融資制度や一部補

助の可能性について述べた後、「私立教育機関に対して、カリキュラムや教育方法に関する実験や革

新を可能するようなより幅広い政策を遂行する。私学の設立のための行政的手続きを 小限不可欠

のものに削減し、また私学と教育行政当局との関係を脱官僚制的なものに変える。全体的に言えば、

教育の不足を補うために、国は私学教育を促進することになる」と述べる。これほどまでに明確に

国による私学の振興を宣言したものは、おそらくチリの教育史上、はじめてのことである。 

  また、中等技術専門教育に関連する部分では、「この種の技術専門学校の移管を促進し完成させる。

その移管は、民間人、あるいは、それぞれ専門分野の関連する法人にたいしてなされるべきである。

その運営は、民間企業と連携されるべきである」とする。中等技術教育と労働市場との連携の目的

の下に、一部の公立中等技術専門学校の運営を、企業家団体等の民間に委託するケースがすでに開

始されていたが、指令は、さらにそうした動きを加速すべきことを命じている。また大学教育に関

しては、高等教育全体的な構造な枠組みと大学やそれ以外の高等教育機関の組織と機能を規定する

「大学法」の制定をめざし、早急に特別委員会を設置することを命じている。大統領指令は、これ

らの課題について、それぞれ専門の委員会を設置して、1979 年の第二～第三四半期までに（３～６
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か月の期間で）、それぞれの点に関して、法律、規則類の原案を大統領に提出するよう命じている。 

また同時に発表された「教育相への書簡」（ピノチェットは、クーデターから五年後の 1978 年末

にはじめて軍人以外の文民のビアル（Gonzalo Vial）を教育相に指名していた）では、もっと率直

に次のよう述べている。 

 

「これまで国家によって達成されてきた規模、資金の不足、すでに実現されてきた事業を強固

にすることの緊急性、同じように優先されねばならない他の社会的ニーズの存在を考慮する

なら、国家がその教育事業をさらに一層拡張する可能性はあまりないと考えねばならない。

したがって、民間セクターが教育事業に参加することを強力に支援しなければならない。こ

のことは国家が、教育を拡充することをその主要な責任として放棄することを意味しない。

国家は、教育に優先的な関心を持ち続けるし、いつでも規範策定と指導監視の責任を保持し

続ける。 

国家は、基礎教育に重点を集中し、どのようなコストを払っても、すべてのチリ人がそれに

アクセスし、それを効果的に身につけ、そして、良き労働者、良き市民、そして良き愛国者

として形成されるようにするという歴史的法的責務を遂行する。 

中等教育、そして特に高等教育は、若者にとって例外的な状態をなすものであり、それを享

受する者は、努力してそれを勝ち取らねばならない。そして、その費用は、支払い能力のあ

る者はそれを負担し、そうでないものは将来において国家社会に返還すべきものである」。 

 

 「教育する国家」の理念の下に、国家主導型で教育の拡充整備を行ってきたチリの伝統からする

なら、政府自らが、あえて「国家は教育に対する責任を放棄するものではない」と付言すること自

体が、すでに姿勢の大きな転換を意味している。事実、国家の役割は、基礎教育の完全普及を保障

することに限定されると明言する。中等教育や高等教育は、例外的な状況であり、それは受益者負

担を原則とすべきという内容である。ちなみに、この当時、中等教育は、少数の一部の有償私立学

校を除いて無償であり、さらに、高等教育は、私立大学も含めて無償制が原則であった。 

 要するに、大統領教育指令は、先に述べた補完原理を教育の分野にも適用することを宣言したも

のと言えよう。上位の組織（国家）の教育への介入をできるかぎり縮小し、これを中間の組織（州、

県）のレベルに分権化する、さらにはより小さな単位への開放（民営化）するという構図である。

その意味で、指令の中心となる二つの主題は、分権化と民営化であった。分権化と民営化は同じ原

則と文脈（国家の教育独占の打破）の中に位置づけられている。 

  この大統領指令を受けて、政府は、1980～81 年にかけて、各種の委員会を設置して、制度改革の

具体化、法制化を急ぐ。この過程において、従来の教育改革の策定作業とまったく異なる現象がみ

られた。それは、既存の教育省の官僚機構や教育学者たちの関与を徹底的に回避するという政治的

決定がなされていたことである。それは彼らこそが、従来の教育システムの非効率に責任があると

考えられたからである。改革の具体化の作業は、シカゴ・ボーイズを中心とした少数の経済学者や

行政学者の手に委ねられたのである。事前に制度構想や情報がマスコミや新聞や学界に公表され、

自由な論議が展開されることもなかった。ラディカルで大規模な教育改革が断行されることになる

にもかかわらず、改革の政策意図を説明する公式のドキュメントが発表されることもほとんどなか

った。 チリの研究者によれば、この政策意図を説明する文献の欠如は、「政治的知恵は支配的な少

数派の中にあるという信念に基づいた権威主義的な政策決定方式の表れであり・・・政策決定者た
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ちは、自分たちの決定を明確に表明し、説明し、正当化する必要を感じなかった」（Espínola 1993 

p.444）ためであるという。 

 また、ピノチェットという絶対的な権力者の指令ながら、制度改革の具体化の過程で、政権を構

成する軍部とネオリベラル派との間での、思惑の違いも表面化する。 エスピノラは、教育の分権化

をめぐる政権内での軋轢を次のように指摘している。 

 

「軍部と経済チームのメンバーの間では、分権化の必要について強い合意が存在したが、それ

らは、まったく異なる理由から分権化を望んでいた。軍部は、この手段を政府権限の再配分

の手段と理解したのに対して、ネオリベラル派は、それを市場を通じて教育を規制するため

の手段と考えた。ネオリベラル派は、競争が可能となるようにできるだけ多くの学校を民営

化し、それらを民間オーナーや関心のある父母グループ、教員の協同組合、企業家団体のよ

うな地域社会組織に移管することを望んだ。しかし、軍部は、教育に対する統制を維持する

ことを望んでいた。というのも彼らは民間セクターに不信感を持ち、教育セクターにたいす

るコントロールを完全に失うことを恐れていたからである。 終的に、ネオリベラル派は、

既存の学校を中間レベルの国の機関に移管することに合意しなければならなかった」

（Espínola  1993  p.92 ）。 

 

 ネオリベラル派の多くは、全面的な教育の民営化を主張していたが、国家安全保障、ジオポリテ

ィクスの論理にこだわる軍部は、急激な制度変革に抵抗した。政権内部での両者の交渉の結果は、

大統領指令で論及されていた県レベルではなくさらに下の市町村レベルへの分権化ということであ

る種の妥協が成立する。こうしたこともあり、当時の議論においては、しばしば、分権化という言

葉は、地方（州、県、市町村） への分権化という意味と民間への分権化という二つの概念を含んで

使用されていた（Espínola 1997 p.2）。また、両者の間で、市町村への分権化は、将来の完全民営

化に至たるまでの過度的な措置であるという暗黙の合意があったと考えなら（Adeo 1985  p.170、

Núñez 1984 p.140）、分権化と民営化は表裏一体のものであったと捉えることもできよう。 

 

むすび 

 

 チリにおいて 1980 年という早い時期に、世界に先駆ける形で、新自由主義的な教育政策が導入さ

れる経緯について見てきた。そこには確かに、この国に特有の歴史的背景があった。新自由主義的

経済学研究の本拠とも言える米国シカゴ大学経済学部およびシカゴ学派とこの国の歴史的接点があ

った。それはこの国にシカゴ・ボーイズと呼ばれる経済テクノクラート人材のストックを生み出し

ていた。1973 年 9 月にクーデターによって誕生した強権的な軍事政権は、彼らを登用し、チリの経

済再建と構造改革をかれらの手に委ねた。軍事政権は、大統領のピノチェット将軍を頂点とし、軍

事・治安面を担当する軍部・国家警察と経済・社会面を担当する経済テクノクラートの同盟関係を

基盤とするものとなった。教育における国家原理と市場原理という本稿の主題に則して要約するな

ら、チリにおける 16 年半におよぶ軍事政権の時代は、ほぼ 1980 年を境に、前者が支配的であった

70 年代と市場原理が優位になった 80 年代に明確に二分できる。経済・財政の側面に関しては、ク

ーデター後に軍事政権によって登用されたシカゴ・ボーイズの手によって市場原理が大幅に導入さ

れ、伝統的な国家主導型の経済運営は急速に姿を消しつつあったが、教育の側面においては、これ
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も長い歴史をもつ「教育する国家」像に立脚する国家主導による教育の拡充の思潮に変わりはなか

った。むしろ軍部は、国家安全保障のイデオロギー、反マルクス主義の立場から、教育への介入と

統制を強化した。 

しかしながら、シカゴ・ボーイズの経済再建策がある程度奏功して経済が回復基調に乗り、また

政権の長期安定化の展望が見えるようになるにつれて、教育政策にも変化が見られた。それは、政

権内での発言力を増した経済テクノクラートたちが、自らの信奉する新自由主義的な市場原理を、

教育を含む社会政策の分野にも適用することを主張しはじめたからである。1979 年の大統領教育指

令によってその路線は大統領の支持をえることになる。軍事政権特有の性急性と合理性によって、

それは短期間のうちに大規模な教育行財政制度改革として実行に移されることになったのである。

1979 年 12 月に教育、保健のサービスの運営を市町村に移管することを定めた政令法第 3063 号（市

町村歳入法）、80 年１月に、中等職業技術学校の一部を民間の企業団体に運営を委託することを定

めた政令法第 3166 号、６月に国家公務員（教員）の市町村移管・退職手当支給を定めた政令、９月

にバウチャー方式による学校への国家助成制度を定めた政令法第 3476 号（国庫助成法）、同じく９

月に早期移管を受け入れた市町村への優遇措置を定めた政令法第 3477 号、12 月に大学の再編のた

めに大統領に政令策定権限を認めた政令法第 3541 号などが相次いで公布される。 
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トルコの教育改革 
─欧州水準を目指した量的拡大と世俗主義維持の機能─ 

Turkey's Recent Education Reforms: Quantitative Expansion of 

Basic Education and Its Function in Maintaining Secularism 

 
丸山 英樹∗ 

MARUYAMA Hideki 
 

Abstract 

This article reports on the possibility that recent education reforms in Turkey have the function of protecting 

domestic secularism with the use of EU accession issues. Firstly, the author reviews education reforms from 

the establishment of the republic up to the present day. During this period, there were several interventions by 

the military as the secular guardian, and education laws were amended to ensure eight-year compulsory 

education within the highly centralized education system in Turkey. But the school enrollment rate did not 

increase until the reform in 1997 by which the government built more schools and those who completed only 

fifth grade were left with no certificate. The 1997 reform explicitly aimed for this full enrollment of children 

and implicitly aimed to inflict damage on Islamists' schooling. Secularists found that the closedown of the 

early stage of the I
．
mam-Hatip school was effective in combating the Islamic movement, but islamists started 

to send their children to the remaining upper secondary stage of I
．
mam-Hatip school and assist even more in 

its development.  

In view of continuing reforms and the results of international education assessments, there are several factors 

for success in achieving the 100% enrollment rate through education reforms: many schools and classrooms 

were built; busing service was effective; a number of teachers were hired; and international assistance 

promoted education in remote areas. Public support was increased because the results of international 

assessments showed attainable scores in a comparison between Turkey and EU countries, and because the 

governing party (AKP) finally achieved the start of the EU accession talk. 

Secularists have to create stronger functions to maintain the domestic secular system today since the AKP’s 

backing groups are Islamists and EU accession negotiation requires more democracy in which military 

influence would no longer function for that purpose. The author attempts to summarize how education 

reforms today operate as a mechanism to maintain secularism in Turkey. The central government must use 

double standard for educational development between the foreign policy for the EU negotiation and the 

maintenance of domestic secularism. The paper also points out how reform is proceeding as a top-down 

approach, although both secular and religious parents and children have faced a severe environment when it 

comes to education. 

                             
∗ 国際研究・協力部 研究員 

【論 文】         国立教育政策研究所紀要 第 135 集 
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はじめに 

 

 トルコ共和国はアジアと欧州の間に位置し、その国民のほぼすべてがイスラム教徒の国であるが、

欧州連合（以下、EU）への加盟を目指している。軍事的に必要とされ 1952 年に加盟できた NATO

に比べ、経済をはじめ社会的統合を含む EU 加盟については、加盟国内からの反発もあり 1964 年に

欧州経済共同体の準加盟国となった以後、1987 年に EC（当時）加盟申請を行ってから今日まで実

現してない。現在も主に経済面における利益を目的に、トルコにとって欧州の一員となることは悲

願であり、ようやく 2004 年に加盟交渉の開始について欧州議会で承認され、2005 年 10 月３日から

交渉が開始されたが、様々な課題や追加的な条件が突きつけられ、まだ多くのハードルがある。そ

うした中、政府は教育分野において、EU の水準を目指した教育目標が多く掲げている。 

 建国の父と呼ばれる初代大統領ムスタファ・ケマル（以下、アタテュルク⑴）は、欧州諸国の制

度を模範とし、国民の多くがイスラム教徒であるにもかかわらず、政教分離を前提とする世俗主義

国家を 1923 年に建国した。トルコの教育改革は、建国当初より宗教勢力から教育を取り上げ教育省

が一元管理することによって、近代教育そのものの性格もあるが、世俗主義を普及する機能を持っ

ており、EU 加盟交渉が本格的に意識されるまでは、歴史的に主に軍部の影響を頼りに、その機能

は維持されていた。近年の世界規模でのイスラム勢力の台頭に加え、トルコ国内においても 1990

年代から国民の間における宗教保守勢力が表出し始め、特に 2002 年には選挙で勝利した親イスラム

政党が政権を担うようになってからは、イマーム・ハティプ校に関するシステムへの支援やイスラ

ム教徒の服装に関する議論が盛んになっている。 

 本稿では、トルコ共和国における教育改革の略史及び近年の教育政策を概観し、教育改革の成果、

EU 加盟問題を外圧として利用し建国以来の世俗主義を維持するために教育改革が進められている

ことについて論じる。まず歴史的な経緯の後、宗教学校の廃止と就学率の向上になった 1997 年の改

革を主にみていき、その量的拡大の成功について詳説し、国際調査がトルコの教育に与えた影響と

国民の教育に対する認識の変化、及び EU 加盟という目標の具体化が国民からの支持を集めた点に

ついて述べる。最後にこれらの教育改革の総括として、世俗主義者とイスラム主義者の間にある隔

たりについて述べ、EU の水準を目指す教育改革は、世俗主義者にとって軍部に頼ることのできな

い時代における世俗主義維持の機能を持つことを記す。 

 

I．教育改革の歴史 

 

１．共和国建国時から 1997 年までの教育改革 

 現在のトルコ共和国の社会制度の基礎は、第一次大戦敗戦後のオスマン帝国と列強を相手に独立

戦争を勝ち抜き共和国を建国したアタテュルクが行った社会改革によるものである。それら諸改革

の最終目的は、旧体制オスマン帝国や植民地支配を打倒することではなく、トルコ人を「文明化す

る」ことであり、その文明とは西洋文明にほかならず、欧州の一部にならなければ、トルコは二等

国のままであるとアタテュルクは考えたのであった（粕谷、2003）。彼は宗教を徹底的に公的な場か

ら排除し、個人の信仰に留めておかせるため、建国直後に様々な世俗化改革を行った⑵。教育関連

の改革としては、1924 年に教育統一法（法令 430）を制定し、全ての教育機関を国民教育省（Milli 

Eğitim Bakanlığı: MEB。以下、教育省）に管轄させ、学校教育を西欧にならったカリキュラムに一

本化し、教育内容や教師が世俗主義者の統制下に置かれるようにした。オスマン時代に続いていた
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宗教学校マドラサは廃止され、宗教行事等で必要とされるイマーム（宗教指導者）やハティプ（説

教師）の養成は、職業訓練校に位置づけられたイマーム・ハティプ養成校（以下、I
・

H 校）が担い⑶、

学校教育における宗教の授業は段階的に撤廃された⑷。 

 アタテュルク死後の基礎教育の拡充については、第一次国家５か年開発計画（1963-67）から言及

されるようになったが、それは社会改革が軍事クーデタをきっかけに進められていたことが背景に

ある。軍部はアタテュルクの精神である世俗主義を直接受け継ぐ役割を自負しており、世俗主義が

おかされそうになると政治介入を行ってきた。最初のクーデタが発生⑸した 1961 年には初等教育の

義務化、２回目のクーデタ⑹が生じた 1973 年には国民教育基本法（法令 1739）の制定により基礎教

育制度を初等５年と前期中等３年を制度化、その８年を義務教育であるとした。３回目⑺が発生し

た 1983 年には同法は修正され、どのような環境下にあっても就学を必要とするとした。しかしこの

ように法改正の度に記されていることは、義務教育が定着しなかったことを意味し、実際の就学率

の向上にもつながっていなかった。これは初等教育段階のみで修了証書を児童が受け取ることがで

き、就職には十分であったことも理由として挙げられる。 

 今日の高い初等教育就学率の達成の直接的なきっかけとなったのは、1997 年の改革であった。

1997 年には共和人民党と祖国党、民主党による連立政権が発足し、軍部の影響力が強い国家安全保

障会議（Milli Güvenlik Kurulu: MGK⑻）から勧告されていた義務教育期間延長を含める教育改革の

導入を決定したのであった。 

 

２．1997 年の教育改革 

 国の開発計画を作成する国家計画庁（State Planning Organization: SPO）が 1960 年代から専門的・

技術的な計画を立て、中でも義務教育期間を８年に延長することは、第７次国家開発計画（1996～

2000）における最重要課題であった。従って 1997 年に国民議会で通過した基礎教育法（法令 4306）

による教育改革は、近年のトルコにおける教育政策の中でも包括的なもので、その特徴は、５年間

だった初等教育に３年の後期「初等教育」（前期中等教育）が加わった８年間（７～14 歳）が義務

教育期間としてまとめられ⑼、ロジスティックを保証した点にある。 

 具体的には、５年目の初等段階修了時に授与されていた修了証書の廃止、I
・

H 校含む３年の前期中

等教育の職業技術学校の閉鎖、徒弟見習い制度⑽やノンフォーマル教育へ参加できる年齢を義務教

育修了時まで引き上げること等がなされ、５年間の初等教育段階を修了しただけでは、就学者には

何も残らないようにしたのである。また他方では、世界銀行支援による基礎教育プロジェクトによ

る新たな財源の確保、及び全寮制学校を含む多数の学校・教室の増設による二部制の解消、通学手

段及び就学アクセスの提供、多くの教員の採用がなされた。さらに、UNICEF の女子教育プロジェ

クトによって、特に僻地における女子就学の促進、経済的困難を抱える家庭の子どもに対する教科

書一式の無償配布が挙げられる。 

 

３．イマーム・ハティプ校をめぐる宗教保守派の反発と世俗主義派の攻防 

 しかし、1997 年の２か月間に政権交代したという政治的混乱に近い状態において、中央主導で改

革の法令を通し、国民レベルでの議論を後回しにしたことにより反発が起こった。この法改正は既

存の法令に多くの修正を加えたため一般国民はよく理解できず、教育省の専門家によって作成され

た法案は国民に説明される間もなく、施行されたためであった（Dulger, 2004）。 

 最大の反発は、国民の 99％を占めるイスラム教徒の中でも保守派からのもので、アンカラ等の大
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都市では、1997 年夏には法令反対のため大規模なデモが生じ、その理由は、通常の教科の他、宗教

に関する授業も正規に受けることのできるI
・

H 校の前期中等教育課程が、他の職業技術学校と同様に

廃止⑾され、ノンフォーマル教育として運営されている宗教関連センターで行われているコーラン

教室に参加するにも義務教育修了年齢以降となったためであった。 

 実はI
・

H 校と生徒の数は 1970 年代後半から急増していた。特に 1975 年にI
・

H 校卒業生に大学進学

の権利が与えられると、多くの者がI
・

H 校に進学するようになり、卒業生数がモスク等で必要とされ

る宗教指導者の数を越えると、政治や経済、メディアといった宗教以外の職に就こうと、大学の神

学部以外にも進学するようになったのである⑿。こうした動きに対して、軍部及び世俗主義者たち

は、宗教勢力を国家管理下におくことができるという点でI
・

H 校とその生徒数の増加については容認

していたが、卒業生増加による社会への影響力が強くなりはじめると警戒を高めた⒀。90 年代にな

ると親イスラム政党が台頭し、94 年の地方選挙ではイスタンブル等の大都市において勝利した⒁後、

増え続けるI
・

H 校卒業生の間で支持層が拡大していった。そして 95 年の国民総選挙では、親イスラ

ムの福祉党（Refah Partisi）が得票率 21.4％で第一党となり、共和国史上初の親イスラム政党が連立

ながらも政権を取ることになった。しかし、1997 年には世俗主義に反してイスラム主義を前面に打

ち出しているとして MGK が憲法裁判所を通して、福祉党は解散させるに至った⒂。 

 このI
・

H 校に関連する反発の他、職業教育学校の前期中等教育課程の閉鎖に関する反発もあった。

これまで第５学年を修了した段階で授与されていた初等教育修了書は廃止され、第８学年修了時に

基礎教育修了書にとって代わられたことにより、５年の初等段階修了後すぐに仕事に就き、家計を

助けることができなくなったためである⒃。女子教育も同様で、女子に教育が不要であるという考

えを持つ保護者及び地域社会の圧力が存在し、それは学校に行かせるのが安全ではないという文化

的な理由が挙げられる⒄。 

 しかしながら、こうした宗教保守及び農村部による反発の一方で、世俗主義派の国民からは、財

政面への支援⒅だけでなく、学校建設やバス通学の運営に地域社会の支援が全国各地で見られた⒆他、

TV やラジオといったメディアも自主的に関与し、８年間の義務教育の重要性を討論する特別番組

を制作、新しい法令の解説を行い、国民レベルでの討論の機会を与えることになった。また NGO

も新たに結成され、教育改革についての知識を普及させることになった。 

 

Ⅱ．教育改革による量的拡大と外部評価の影響 

 

１．改革の概要とその成果 

 ここでは 97 年以降、今日まで継続している一連の教育改革の概要と成果について、学校及び教室

の増設、アクセス手段の確保、教員の大量採用、国際機関による支援の４点をみてみる。 

 

⑴ 学校建設及び教室の増築・全寮制学校の建築 

 政府の戦略として、まず学校と教室の建設に重点が置かれた。それは、教育省は初等教育課程の

児童のうち 14.2％、150 万人が就学しておらず、その原因は学校及び教室の収容人員の問題、教員

数の問題であると考えていたからである。1997～2001 年の間に、政府は約 10.4 万の小学校の教室

を新設し（合計264,776教室）、そこへ約300万人の児童を収容することができた(World Bank, 2004)。

学校建設においても、民間からの支援は多大な影響力を持っていた。政府は、「教育を 100％支援す

るプロジェクト（Eğitime Yüz de Yüz Destek Projesi）」のもと、学校建設と設備投資の効率化のため、
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免税を条件に民間企業による学校建設と設備投資を認めた⒇。こうした努力により、2003/04 年度の

基礎教育学校数は、36,117 校で生徒数は 10,479,538 人（女子 4,921,313）で、教員数は 384,029

人となった（Ministry of National Education, 2004）。 

 次に述べるバス通学では対応できないほど学校と自宅の間に距離がある地方・僻地地域に対応し

て、全寮制基礎教育学校（YI
・

BO）と宿泊施設を併設する基礎教育学校（PI
・

O）が開校された。どち

らも無償で、YI
・

BO の寮生はその学校に通い、PI
・

O は異なる学校に通う生徒が生活できる寮を提供

し、YI
・

BO に比べて大きな街に設置されている。各全寮制学校は毎年 28 万人の子どもに利用されて
(21)おり、全国で 153 校だったものが 2003 年には 561 校まで増設された。 

 

⑵ バス通学の導入・二部制解消への試み 

 2002 年から全国で本格的に導入されたバス通学サービスは、通学距離が 2.5km 以上の場合の子ど

もを対象にしており、全国で 43％の学校がサービスを提供している。バスの管理は地方行政府に一

任されており、その多くは補助金を出したため、村長はバスの運転手やバスの所有者となった。校

長や教員はそのサービス監視の権限を持っている。 

 しかしバス通学には反対意見もあり、統廃合されて学校がなくなった村では、教育的・文化的な

施設が村から消えて残念であるといった声の他、保護者は娘を付き添いのないバス通学に任せるの

に不安を感じている(22)。なお、政府は現在、地方の就学率向上にバス通学と全寮制学校のどちらが

有効か検討中である。 

 バス通学の導入は農村部で児童の就学を促したものの、全廃を目指している二部制は都市部では、

むしろ増加した。改革前の 1996 年には全国の学校のうち 16％が二部制だったのが、2000 年では

36,064 校の初等教育学校のうち 22％（都市部 43％；農村部 13％）となった。2003 年の段階で、全

国で 8,532 校（都市部で 4,410 校；農村部で 4,122 校）が二部制であったため、当初の達成目標か

らは相当遅れが生じていることが分かった。この理由の一つに、人口増加と都市部への流入(23)及び

就学率の上昇によって、教室の許容量を越えたことが挙げられる。 

 

⑶ 教員の大量採用 

 就学人口が増加したこともあり教員不足は現在も深刻な問題だ(24)が、教員は人気の高い職業で、

それはかつてのように社会的に尊敬されているからではなく、国家公務員として３か月の有給休暇

等の勤労条件があること、終身雇用が保障されていることによる(25)。大学進学試験で高得点を取っ

た生徒のうち教育学部に進学希望する者が増えている(26)。教員の配置は、中央政府によって県レベ

ルが決定(27)され、県の教育局により赴任校を決められる(28)。給与は教育省から支払われ、月給は約

800～900 米ドルと、公務員給与として平均的であるが、民間セクターよりやや低い。学校に３年勤

務して昇級試験に合格すると教頭になり、さらに５年すると校長の試験を受験することができるた

め、現在 30 歳代の校長も増加している。 

 

⑷ 国際機関による援助 

 改革に伴って国際機関援助による進行中のプロジェクトとして、1997 年以前の６年間では就学率

は下がっていたが、世銀による初等中等教育プロジェクト開始後は８年間の義務教育に 150 万人が

就学した。また、UNICEF と協同で政府は、僻地の多い東部アナトリア地域において 2002 年にパイ

ロット事業「さあ女の子たち学校へキャンペーン（Haydi Kızlar Okula Kampanyaları）」を行い、現在
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は本格的に事業展開している。僻地における女子の就学率はキャンペーン導入の最初の年で第６学

年では 162％増加し、その後も上昇を続けている。 

 これらの取り組みによって、1997 年以降の就学率は急上昇した。世銀によると 110 万人以上の児

童（うち女子 78 万人）が第１～８学年に就学することができ、就学率は過大に報告されがちである

ものの、1996年には75.8％だった純就学率が、97年には81.1％、98年には85.6％、99年には91.1％、

2003 年には 96.3％へと上昇した(29)。心配されていた義務教育期間延長後の第５から第６学年への

進学率は、2002 年度の 96％を除いて、100％を達成した（World Bank, 2004）。このため、政府は現

在世銀の支援を受け、中等教育段階に重点を置きつつある。 

 

２．外部評価と EU 加盟への認識の高まり 

 就学率の上昇達成に成功した 1997 年から開始された一連の大改革は、財政面での裏付けに加えて、

トルコ国内においては比較的珍しいほど政治及び経済の安定という好条件、政権と教育に対する国

民の支持が強かったことが要因であった。国民の支持が強かった背景としては、国際調査の結果に

より EU 加盟実現に関する認識が強まったことが挙げられる。 

 

⑴ 外部評価としての国際調査 

 トルコは OECD 調査団を受け入れ 1989 年に同国の教育について評価報告書を受け取ったことが

あるが、そうした外部の評価を受け入れたのは、1980 年代に市場経済への移行により好調な経済発

展を達成し 1987 年に EC（当時）加盟を正式に申請したものの、1989 年には申請が拒否され、その

理由を欧州の水準には及んでいなかったと捉えたことが一つの要因であった。同報告書では、都市

部での二部制や三部制の問題、地方では児童不足で閉校が多いこと、初等学校修了時には競争の激

しい進学試験があり留年と退学が多発していること、教員の質は高いが東部では教員が不足してい

るのに対して西部では余剰にあること、教育改革として僻地教育のためバス通学を導入すること、

地域への対応のため地方分権及び学校の裁量の増強することを提案した（OECD, 1989）。この報告

書のインパクトは、例えば同年に高等教育審議会（Yükseköğretim Kurulu: 以下、YÖK）が教員資格

の取得には４年間の教育学部の教育を修了した者にのみ与えられるように決定し、97 年の改革に多

くの勧告内容が含まれていることから、強かったことがわかる。 

 元来トルコ国民は教育に対して関心は高いが、教育そのものが社会発展に関わる大きな問題であ

ると具体的に認識されつつあるのは、トルコの子どもたちが参加した教育に関する国際比較調査が

きっかけであった。ナショナル・スタンダードを持たないトルコは、教育の質を測定する手段とし

て、IEA による国際学力調査(30)や OECD による国際学習到達度調査(31)にそれぞれ参加した。それ

らの結果によると、同国の子どもたちの成績は先進諸国の平均と比べて、非常に低いものであるこ

とが具体的に判明し、OECD や EU 諸国並の教育水準という目標を掲げるトルコにとって、教育の

質の改善の必要性を強く認識することになった。しかし同時に、その目標とすべき EU 諸国の結果

の中にはトルコと差がないものもあり(32)、これまで大きいと思われていた先進国との格差が決して

克服できないものではないと状況把握することができたのである(33)。 

 

⑵ EU 加盟実現への認識の拡がり 

 長年トルコ経済は構造改革が遅れ、2001 年に発生した経済危機の経験が抜本的な改革に対する動

機付けとなり、2002 年以降の経済回復後も、国内的には人口増加に対して仕事の供給が不足し、失
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業率が高まり、収入格差が拡大した。そして EU や OECD 諸国と競争できる経済力を持つため労働

者の生産性を上げるには、教育が解決策だと思われるようになった。EU がトルコの加盟準備協約

について決定したのは 2001 年の欧州理事会で、政治的基準、経済的基準、国内法の EU 法準拠、行

政能力向上の４点を重点課題とした。いずれも教育に関する直接の基準は言及していないが、トル

コ政府は第８次５か年計画（2001-05）では教育の質を EU 並にすることを掲げ、質保証のため現行

の８年間の義務教育を 12 年間に延長することを記している。 

 こうした EU の水準を強く意識した計画を立てる等の改革の動きが評価され、職業技術教育の近

代化への EU からの支援の他、2004 年４月からはトルコは EU の教育プログラムにすべて参加でき

る立場となり、同年ソクラテスのコメニウスによりトルコの高校生がプログラムに参加している(34)。

また、教育省の中に自国の教育システムを EU 諸国に適合させることを目的に、教育政策について

調査を専門とする部署を設置し、特にフランス、イギリス、ドイツの教育制度を調査している(35)。 

 

⑶ 国内政治の力学 

 教育政策を担う現政権に対する国民の支持は高く、同時に好条件(36)に恵まれていることも教育開

発には有利となっている。2002 年の選挙で高い得票率をおさめ、単独政権を担う公正発展党（Adalet 

ve Kalkınma Partisi、以下 AKP）への現在でも高い支持率は、与党としては 1983 年の祖国党政権以

来であり、支持基盤が農村部の国民や、都市部イスラム主義者であることが大きな理由である(37)。

AKP は、2002 年の国政選挙において少数分裂した世俗主義の政党が 10％得票ラインを越すことが

できず(38)、その多くが落選した間をぬって、全国のほとんどの選挙区で勝利を収めることに成功し

た(39)。EU 加盟交渉中の現在では、軍部の政治介入も不可能で、またクーデタが軍部の既得権に抵

触した際に発生するという考え（岩坂、2005）によると、AKP 政権そのものは今のところ当てはま

らない。さらに、現政権がイスラム主義者を含む保守派の支持を受け、教育政策としては EU を基

準に改革を行っていることから、AKP を支持していない世俗主義者でさえもアタテュルクの目標で

あった欧州の一員となるための過程として教育改革を支持している(40)。さらに、国家計画庁（SPO）

が、政治的安定期を見計らって現実的な計算にもとづき教育計画を教育省に実行させている(41)。総

選挙はしばらく行わないとことから AKP 政権とともに政治経済の安定はしばらく続き、教育計画も

予定通り進むと考えられる。 

 

Ⅲ. 世俗主義の維持と国民のニーズ 

 

 トルコの歴史において成功した改革は、外部の圧力あるいは誘因に対する反応と関連してきた。

すなわち、この EU 加盟問題という外圧はトルコ人自身ではなし得ないことを可能にする機会であ

る（Kuniholm, 2001）と AKP が政権を執る前にすでに指摘されていたように、今日の教育改革はそ

うした外圧を利用することよって進められていると言える。だが、単に欧州の教育水準に追いつく

ことを目指しているだけではなく、トルコの教育改革は、軍部の介入といった実力行使が不可能な

状況下(42)における世俗主義維持のためのメカニズムとして教育諸改革が機能していることが言え

る。ここでは、そのメカニズムとその影響を受けている保護者と子どもについて記し、トルコの教

育改革がトップダウンで行われ続け、それは中央が宗教勢力を統制する手段として働いているため

であることを記す。 
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１．世俗主義の維持機能 

 歴史的にはトルコは共和国建国時、旧体制との決別のため宗教を個人の信仰にとどめることを目

指し、またそれを国民に徹底させるため世俗化政策をとり、それが近代先進国への仲間入りを意味

することを国民も理解した。建国時には独立戦争後の混乱とアタテュルクのカリスマ的な指導力が

あり、そのため世俗主義が維持された。アタテュルク死後は軍部が、手段こそ軍事介入という形で

あったが、世俗主義の庇護に努めてきた。現在は、政治及び経済において安定した状況にあるもの

の、イスラム主義者に支持層を持つ AKP による史上初の親イスラム単独政権が政策の舵を取ってい

る。 

 世俗主義者にとって、1997 年の教育改革によるI
・

H 校の前期中等教育課程の廃止は宗教保守への

打撃を与えることができ、国内で世俗主義政策を維持する手段の一つとして有効であった。教育改

革で今後検討されているのは、アナトリア高校等の選抜試験を課されている高校も含め、すべての

後期中等教育段階も義務教育化するというもので、97 年の時に成功した世俗主義の維持機能をさら

に強化するためとも考えられる。 

 しかしながら、加盟交渉による要求を外圧として利用しつつ改革を進めることができていても、

今後、世俗主義者はより注意深く制御する必要がある。それは欧州並みの教育水準を目標に掲げて

はいるが、すべてに到達することを彼らは望んでいないのではないかと思われるためである。特に、

学校外教育及び生涯学習について意識が高まると、公教育以外でのイスラム教育の権利の主張が強

まり、需要がさらに高まることが考えられる。特にイスラム教育の需要は、現政権がI
・

H 校卒業生の

進学条件の改善を試みた他、国民の間で同校に対する支援と子どもの進学希望が増加傾向にあるこ

とから、世俗主義者にとっては「危険」な状況となるからである。 

 現在のところ、高等教育審議会（YÖK）が大学入学統一試験を管理し受験生の進路を決定でき、

教員配置に影響を持つ入学者選考・配置センター（Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi: ÖSYM）を

管轄下におくため、大学入学システムを用いることでI
・

H 校卒業生を大学の神学部に中心に進ませる

ことにしている。チェリク（Çelik）教育相を含む宗教保守派は、2005 年 8 月の段階で AKP の有力

な支持基盤の一つであるI
・

H 校卒業者への大学進学試験に課せられる係数を是正し、大学進学へ不利

にならないように改善を行う法案を提出したが、YÖK が真っ向から反対し(43)、同法案は大統領の

拒否権により廃案となった。 

 しかし世銀や OECD 等の外部の機関は、大学が希望する受験生を入学させることができない現在

の大学入試システムの改善及び、教育省と YÖK の機能面における改善が必要であると指摘してお

り、他方では世俗主義とイスラム主義によるトルコ国内の分断を指摘する者もおり（例えば Howe, 

2000 や Navaro-Yashin, 2002）、EU 加盟交渉という大義名分による教育改革という道具を用いて今後

とも反発を避けることができるかどうかは不明である。 

 

２．トップダウンの改革－中央による宗教勢力の統制 

 こうした世俗主義維持の試みのもとで、世俗主義とイスラム主義どちらの保護者及び子どもは、

引き続き困難に直面していることを最後に記しておきたい。世俗主義の保護者の多くはホワイトカ

ラーの職業に就くため子どもを４年制大学から卒業させたいと思っており、大学進学を主たる目的

として高校入試対策も含めた塾等の個別指導教室のために経済的負担を強いられている。これは、

希望する４年制大学へ進学するためには入学試験で高得点を取る必要があり、それを保証する教育

を受けることができるのは選抜試験を課す高校の授業と進学塾だからである。同時に、競争にさら
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されている生徒、特に入試を課されていない普通高校の生徒の中には、希望者のうち約３割しか進

学できないほど高等教育機関がまだ少ないため、大学進学のために浪人を余儀なくされる者も少な

くない。このように都市部を中心に、保護者の経済力が生徒の大学進学の成功が前提となり、経済

格差をもとにした教育による社会的階層の再生産が生じている。 

 他方で、宗教保守の保護者と子どもは、さらに厳しい環境下にある。保護者の間では、西洋にか

ぶれておらず、普通科学校よりも宗教内容をより扱う「安全な」教育のために、わが子のI
・

H 校への

進学を希望している者が増加しているからである。生徒は男子であれば宗教指導者として就職し、

あるいは大学の神学部を中心に進学することができるが、保護者の希望により入学してくる女子の

場合、技術を身につけることができるわけではないので進学以外の上昇はない。彼らの多くは真面

目で、世俗主義に目立って反対しているわけでもなく、大学入学統一試験における成績は高い。こ

のため世俗主義の高校生たちが不真面目な言動や外見をしているのを見た保護者以外の者も AKP

の提案するI
・

H 校出身者の入試係数の改善案を支持する場合もある。同時に、保護者以外の宗教保守

である地域有力者からのI
・

H 校への寄付等の支援も大きい。 
 このように、加盟交渉という EU 諸国等の基準にもとづいた教育改革を政府は行っているが、国民

のニーズを本格的に扱うことはなくトルコの教育改革は現在もトップダウンで行われていることが

分かる。1997 年以降の教育改革の成果として、世界に類を見ない就学率の上昇と賞されながらも

（World Bank, 2005）、農村部における女子の高い退学率、短期間に大量に養成され、採用された教

員の質と公務員としての将来の財政負担に加え、現在重点をおきつつある中等教育を充実させても、

国内での就職先があるのか、進学希望者を受け入れる高等教育の許容量は十分かという課題は残っ

ている(44)。これらを世俗主義者が保証していかない限り、量的拡大に成功し数値目標を達成しても、

地域格差と都市部の貧富の差を解消できず、それにしたがって宗教勢力が勢力を一層増し、それを

支持層にもつ親イスラム政党が政権を持ち続け、現在の政策以上に宗教色を強く打ち出すことを可

能にする環境ができるであろう。そうなると EU 加盟実現はさらに遠のき、国内で落胆のムードが

より広がり、それがまた宗教勢力に追い風になることも考えられる。 

 

おわりに 

 

 この EU 加盟問題という外圧をトルコ人自身ではなし得ないことを可能にする機会であるとみる

ならば、教育改革に対する国民の支持を受けることに政府は今のところ成功していると言える。EU

加盟は、アタテュルクが目指した国家目標の具体であり、現在のトルコは外交面においてその目標

以外の政策を取ることはできない。これまで夢のような話であった EU 加盟の可能性が近づき、社

会改革が必要と国民が認識するようになったことから、1997 年以降の教育改革は強い国民の支持を

得ることができた。現在は親イスラム政党が政権を担っているが、義務教育の普及により僻地等の

情報が流入しにくい生活環境の子ども、特に女子への教育が届き、結果としてアタテュルクの目指

した個人の信仰としてのイスラムにまで宗教の社会的影響を減少させることから世俗主義者の支持

も得ることができる。 

 しかし、世俗主義者とイスラム主義者の間における教育問題に関する軋轢は、主に入学試験シス

テムを通して残り続けている。大学入試で必要とされている学力と国際調査で数値化される教育の

質の整合性には教育省とYÖKの間で根本的な調整が必要であるにもかかわらず両者の関係が悪く、

宗教保守派からのI
・

H 校への進学希望者及び支援が増加傾向にある中、今後は中等教育段階まで義務
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化することにより国家が宗教勢力を管理することを目指している。そのために、近年のトルコの教

育改革には、EU 諸国の教育水準を目指し評価するという名目で、世俗主義を維持する機能が、軍

部による介入が認められない時代だからこそ、より求められているのである。 

 EU の教育水準を今後も目指すとなると、この入試制度と YÖK の役割は変更され、大学の自治と

地方分権が一層進むであろうが、その時には国内で大きな格差を抱えるトルコは、中央が宗教勢力

を制御する手だてが極端に少なくなり、イスラム教徒の世俗主義国家としての維持が困難になる。

EU 加盟交渉では次期 EU 予算が終わる 2014 年までトルコの加盟を認めないことがすでに決定され

ていることから、世俗主義を維持するシステムをさらに強固なものにするためにはトルコにとって

残された時間は少なく、1997 年以降急激に改革を進めている理由もそこにあるのかもしれない。 

 

注 

⑴アタテュルク（「トルコの父」の意）という姓が大国民議会からケマルに贈られたのは氏姓制度が導入された 1934

年であるが、本稿ではアタテュルクで統一する。 

⑵象徴的なものとして、カリフ制の廃止（1924 年）、シャリーア法廷の廃止（1924 年）、スイスを範とする民法、イ

タリアを範とする刑法、及びドイツを模範とする商法の制定（1926 年）、イスラム国教条項の憲法からの削除（1928

年）等が挙げられる。 

⑶世俗化が進むにつれ宗教行事等で必要とされなくなり、生徒数も減少し、1932 年までにI
・

H 校はすべて閉校となっ

た。しかし 1951 年、政権を執った民主党により再開された。 

⑷世界的に民主主義が盛んになった 1945 年の複数政党制導入に伴い、選挙で有権者からの支持を得るため、建国以

来の与党であり世俗主義を守ってきた共和人民党（Cumhuriyet Halk Partisi: CHP）が 1949 年にはイマーム・ハティ

プ教室及び大学に神学部を設置、小学校での宗教の課外授業を開始させた。しかし結局 CHP は選挙に敗れ、1950

年に民主党が単独政権を握ると、初等教育学校で宗教科目が組み込まれ、翌 1951 年には中等教育（前期４年、後

期３年）と改編されたI
・

H 校を設立した。政権を執った民主党は複数政党制に移行した 1946 から 1949 年の間、イ

マームとハティプの育成について議論を開始し、1949 年にはI
・

H 校あるいは教室を開くべきだという結論に達した

（Akşit, 1991）。同年に初等学校における宗教の授業が再開され、保護者が希望しない限り、全児童が授業を受け

ることになった。この頃I
・

H 校も再開され 1951 年に民主党政権のもとで７校だった同校は、1956 年には 16 校にま

で増えた。コーラン教室も 1932 年には 232 名の受講生を持つ９教室から、1942 年には 938 名で 37 教室、1952 年

には 11,836 名で 195 教室に増加した（Frey, 1964）。 

⑸1952 年には NATO に加盟し、対共産圏の東の防波堤として西側の一員となった民主党政権のトルコは、アメリカ

から膨大な援助を受け、自由主義経済のもと経済発展を遂げることに成功したが、他方で貧富の差は拡大した。

1950 年代は交通手段の発達とこうした経済構造の変化により、改革に無縁であった農村住民が都市部に流入し、

都市部に不法に「一夜作り」と呼ばれる自宅を建築し、生活を始めるようになった。都市部へ流れ込む農村部か

らの国内移民たちは高い失業率にあえぎながら宗教保守の性格を持つものであった。こうした変化に対して都市

部の知識人層や官僚、軍人からは政権に対して批判的な態度を持ち始めた。1955 年に同政権はキプロス問題を契

機に戒厳令を敷き、言論統制や政治集会の禁止等を行い、次第に独裁的になっていった。1957 年の選挙では民主

党は宗教を利用して勝利し、1960 年には政府批判を行う野党の政治活動を禁止しようとしたところ、ついに民主

主義と世俗主義の擁護のため軍部によるクーデタが生じた。軍部は新憲法を作り、国民投票で 61.7％の賛成を得

て、翌 1961 年に選挙を経て民政移管となった。 

⑹1971 年、テロの激化という治安の問題と高いインフラによる経済の不安定から介入をしたが、軍事行動はなく書

簡のみで、翌 72 年に民政移管した。 
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⑺経済破綻及び政治的混乱と親イスラム政党首による大集会を問題として 1980 年に介入し、83 年憲法を制定し国民

投票 91.4％の賛成を受け、民政移管した。 

⑻1961 年憲法で軍部は国家安全保障会議（Milli Güvenlik Kurulu: MGK）を設置し、合法的に政府に圧力をかけるこ

とのできる機関を手にした。MGK は建国時にはなかった機関で、大統領を議長に、首相、内相、外相、国防相、

参謀総長、陸海空及び憲兵隊司令官からなる。政府は MGK が国防のために不可欠と決定とした対策を最重要問

題として考慮することが規定され、会議の全般にわたって軍部が主導権を握っているとされる（澤江、2001）。 

⑼1997/98 年現在に前期中等教育学校に在籍する者は、そのまま修了まで在籍することができたが、新たな入学者は

受け入られなかった。すでに初等教育を修了した者については強制しないものの、第６～８学年の復学すること

を奨励している他、遠隔教育等で公開基礎教育プログラムを 15 歳以上の者に提供し始めた。なお、これまで使用

されていた「初等学校」及び「前期中等教育学校」は、すべて「基礎教育学校」という用語で統一された。 

⑽徒弟見習い制度は、これまで５年間の初等教育段階を修了した者や、中途で退学した者が参加できた中小産業の

現場で技術的な指導を受ける制度。97 年の改革により、８年間の義務教育が修了するまでは生徒は参加できなく

なった。 

⑾宗教保守派にとって、I
・

H 校の前半３年の時期はイスラムの基礎を学ぶ期間にあたる。例えばアラビア語を第６学

年ではなく、第９学年で学び始めるとなると、習得が困難であることがI
・

H 校教師からも指摘された（Pak, 2004）。 

⑿1960 年代以降、再開されたI
・

H 校は職業学校として必要とされるイマーム等養成を目的として設置されていたが、

イマームになることのできない女子生徒の受け入れ等、宗教保守派にとっては普通学校としての機能を持つよう

になっていった。 

⒀1996 年まで「中高一貫教育」を行っていたI
・

H 校は、政府（軍部）にとって国内の宗教勢力を支える温床であり、

1997 年の改革は教育制度改革というより宗教勢力への打撃を狙ったものとする分析もある（村上, 1997: Özdalga, 

1999）。またI
・

H 校について、すでに国家計画局（SPO）は 1973 年の第３次５か年計画の中で、1963/64 年度と 1971/72

年度を比較し、I
・

H 校の生徒数が 611％にも増加し、他の職業訓練校は 127％しか伸びていない点を指摘し、その

進学率の急増に警告を発した（Akşit, 1991）。実際、I
・

H 校数と生徒数は伸び続けていた。1973 年に 129 校で生徒

約１万人のI
・

H 校は、1979 年には 678 校・13 万人まで伸び、1990 年に 765 校・21 万人が 1996 年には 1202 校・31

万人となった（Özdalga, 1999）。 

⒁後に現首相となるエルドアン（Erdoğan）がイスタンブル市長になった。 

⒂だがこれは欧州から軍部による民主主義の抑圧として批判を受け、同年トルコは EU 加盟候補国リストから外さ

れる結果になった。 

⒃多くの途上国と同様に、トルコの労働市場においても初等教育修了証書は就職のための一つの基準として、特に

中小企業から見なされていた。同時に徒弟制度に進むことのできる年齢制限が 12 歳から 15 歳に上げられことに

より、子どもが収入を得る年齢は高くなり、経済的困難を抱える家庭から反発が生じたのである。 

⒄地域によって女性の伝統的な役割が社会的に強く求められており、安全上あるいは道徳的な意味で女子への教育

権が否定されている場合がある。第６～８学年は女子の思春期にあたり、学校は危険な場所として認識される。 

⒅政府が新設した税（例：携帯電話の通話料に教育税として課税）に対する国民の理解や、民間企業及び個人から

の多額の寄付が寄せられた。特に、教育への寄付を行った場合の免税措置により、教育予算は５倍になった。そ

の後、国家予算の中でも教育予算は重視されるようになった。1997 年の教育改革の頃から教育予算の比率は上昇

傾向にあり、対 GDP 比教育支出は 1990 年には 2.8％だったが、95 年に 2.3％、2001 年に 3.5％となった。2004

年度予算では教育に特に重点を置いたため、初めて教育予算が軍事予算を上回った。 

⒆地方行政府が改革支援に大きな役割をはたした。県レベルでは子どもを学校にやるように家族を説得するために

村長に働きかけ、市長や村長と地元の状況に応じた学校の在り方について協議を行った。他方、教育省は市町村
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レベルに対して説明会やセミナーを実施した。 

⒇学校建設に貢献した企業主の名前が学校名として残されるため、積極的な企業も現れた。 

(21)2001/02 年度では 139,600 の児童（うち女子 39,500：男子 100,100）は、276 校の YI
・

BO 地方全寮制小学校に入

り、5,500 人の教師がその学校に勤務する。144,200 の児童（女子 60,400：男子 83,800）が 273 校の PI
・

O に入り、

5,600 人の教師が勤務している。 

(22)数値として 2001 年がバス通学のピークで、女子のバス通学利用率は 39％で、翌 2002 年には児童生徒の数は 60％

も増加したが、女子の利用率は 36％に低下した(Dulger, 2004)。 

(23)2005 年 10月 11日付け Turkish Daily News は国家統計局の発表として 2000 年以降に約 447万人が黒海や東部アナ

トリア地域からイスタンブル等の大都市や観光地で有名なアンタルヤ等に移住したと報じた。

（http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=25589） 

(24)2003 年に実施された国際調査 PISA の結果においても、８割前後の学校が教員不足を問題として挙げ、OECD 加

盟国で最大の割合であった（OECD, 2004）。 

(25)2001 年の経済危機により民間の経営および就職は厳しく、銀行の倒産も多く、失業者が次の就職を見つけるのは

大変困難な時期があった。2003 年の失業率は 10.5％、2004 年は 10.3％と高い。それでも 2005 年 11 月 29 日付

Turkish Daily News によると、教員組合の一つ Eğitim-Sen が中心となり、教育相の辞任、母語による教授の許可、

待遇改善を求めデモを行い警察と衝突したが、チェリク教育相は勤務時間及び勤務態度に疑問を唱え要求を断っ

た。（http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=29312 他） 

(26)教員養成学部は一部の大学でのみ設置されているが、改革当初の 97 年度には、どの学部を卒業した者でも教員に

なれた。また、教員になることを希望する者は、2000 年までは無試験で教員になることができたが、それ以降、

希望者の増加に伴い、教育省による教員試験を受けなくてはいけなくなった。現在の新規教員は大学を卒業した

者で、教授法の理論と実践の講習を受けているが、97 年以降に急激に採用された者の中には、非常に短期間の講

習しか受けずに教員となった者も多く、彼らには一時的な教員免許が与えられ、夏休みの間に大学で研修を受け

ることが求められている（Dulger, 2004)。 

(27)教員は教育省によって一括管理されており、2003年では約７万人が新規採用され、全体で264,953人が都市部に、

125,322 人が農村部に配置された。 

(28)教員となる者は勤務地域を第２希望まで提出できるが、地域によって求められる教員試験の結果は異なるため、

希望通りにならないこともある。特に僻地における教員不足ため、教員住宅の改善、僻地手当の給付の他、希望

者は夫婦で同じ地域に配置されるよう配慮がある。この他、大学を卒業した男子は兵役の代わりに教員として勤

務することができるが、僻地であることの不便さ、治安の悪さ等のため不人気で、僻地では地元の成人が非常勤

教員として勤務し、兵役代用教員とあわせても全教員の１％にも満たない。 

(29)国家統計局(State Institute of Statistics)による年別就学率は下記の通り。 

 年  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

 粗就学率  85.63 88.49 94.30 96.18 96.63 96.40 98.17 

 純就学率  81.08 83.59 90.45 90.80 89.79 90.91 91.95 

(30)基礎教育段階の数学と理科の学力を測定した Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)に 1999

年から、読解力を測定した Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)に 2001 年から、トルコは参加し

ている。 

(31)義務教育段階の修了者を対象とし、数学・理科・読解力を通して実社会で必要とされる知識と技能を測定する

Programme for International Student Assessment (PISA)に 2003 年から。 

(32)PISA 2003 の結果ではトルコの生徒の学習到達度は OECD 加盟国の中でメキシコに次いで低かったが、例えば、
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EU 加盟国のギリシャの結果との統計的に有意差がなかった。TIMSS では EU 加盟候補の旧共産圏諸国の成績はト

ルコのそれと大きく異ならなかった。PISA 2003 の国内報告書によると、トルコは初等教育段階のため TIMSS 及

び PIRLS に、後期中等教育段階のために PISA に引き続き参加し、教育システムを国際的に比較することによっ

て、各段階のカリキュラム改革を行い、教育水準を OECD/EU レベルに引き上げる目標にどこまで近づいている

かを把握すること、そして教育改革は EU との統合を目指したものであると記されている（MEB - Eğitim Araştırma 

ve Geliştirme Dairesi Başkanlıgı, 2004）。 

(33)著者の行った面接調査（2005 年２月 23 日に教育省初等教育部長 F. Ust 氏、９月 12 日に教育省教育研究開発部専

門職 S. Karaca 氏、９月 13 日に Atatürk 基礎教育学校教員 M. Bayrakcı 氏、9 月 16 日に Elmadağ 基礎教育学校長

A. Cevik 氏、10 月 26 日に教育省教育研究開発部専門職 M. Çalışkan 氏）によると、国民レベルでは教育問題はメ

ディアで取り上げられ、特に子どもの学力が他国と比べ極めて低いと認識されるようになったが、国際比較調査

そのものについてはよく知られていない。しかし教育省内ではこの３調査は重視されており、教育政策の成果を

測定・国際比較・評価する手段として扱っているとのことであった。 

(34)2001 年 11 月に申請し、2004 年４月には「ソクラテス」、「レオナルド・ダ・ビンチ」、「ユース・プログラム」に

ついて欧州委員会と覚え書きを交換。 

(35)例えば、EU では 2010 年までに 22 歳の者の 85％が中等教育を修了するという数値目標があり、そのために初等

教育から中等教育改革に重点を移しているとも捉えることができる。 

(36)かつては 100％を越えることもあったインフレ率が近年は１桁に抑えられ、ユーロ紙幣とコインのサイズやデザ

インを模したとも言われる新しい通貨とデノミの導入等、経済状態は良好であることも現政権への支持を高めて

いることは確かである。 

(37)AKP の前身といえる福祉党は、同党の活動に参加する学生に対して、スカーフと同時に生活に必要な経費や就職

口も与え、裕福層と貧困層の橋渡しをしたと言える。イスラム主義者は「一夜作り」の家が多い地域で、食料、

衣類、燃料等を定期的に配給し、保健衛生や教育、福祉サービスを提供し、選挙時には戸別訪問で支持を確約さ

せた（Howe, 2000）。 

(38)1970 年代の国会が小党分立で混乱したことを踏まえ、1987 年選挙の際に有効投票数の 10％を越えない政党は議

席を確保できない制度になった。これにより死票も多く、2002 年の選挙では、死票は 45.3％にものぼった（間、

2003）。 

(39)現在 AKP 党首エルドアン首相は海外での評価はあまり高くないが、イスタンブル市での業績も評価され、エルバ

カンが党首を続けていた親イスラム政党とは分離したこともあり、これまでとは異なる政党というイメージを作

ることに成功している。 

(40)教育関連の問題として国内で大きく取り上げられているものに教育機関におけるスカーフ着用の是非があるが、

本稿では扱わない。これは 1998 年に教育省が全学校及び大学の教職員及び学生に服装規定に従い宗教的な服装を

禁止したことに対し、宗教保守派はスカーフを文化的アイデンティティ、及び堕落した西欧の影響にさらされて

いる非イスラム的システムや不条理と思われることに対する政治的反対のシンボルとして捉えているため、イス

ラム主義者を支持層に持つ現政権がそれを見直すことを示唆している。 

(41)SPO は、かねてからの非識字者をなくす目標の実現のためにタイミングを計っていたと言える。90 年代半ばから

SPO は、義務教育の完全普及の仕組みを模索し、政権の交代が続く中、教育省と 15 年教育計画を温め続けていた。

この教育計画は、数学的モデルに従った３つの５か年計画で成り立っており、すべての段階の教育の就学率が計

算されていた。こうした計算された計画が、現在の基礎となっている。(Dulger, 2004) 

(42)EU 加盟基準であり、民主主義、市場経済、EU 法遵守を定めたコペンハーゲン基準に照らして求められた改善で

ある国民計画の決定により、憲法・法改正により、軍部の政治的影響力の縮小がなされることになっている（間、
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2006）。 

(43)YÖK はI
・

H 校卒業者が大学進学試験時に課せられる係数を 0.24 から 0.08 へと不利にした。それ以前の出身校種

別係数と大学入試についての詳細は宮崎（2005）を参照。 

(44)2005 年 10 月８日付け Zaman Online は、OECD が EU 諸国の入試制度と比較し、トルコの大学入試改革の必要性

を強く指摘した報告書をまとめ、教育省は EU 加盟交渉の前に今後の改善点について決定したと報じた。同報告

書では、大学入試に関連して高等教育への進学の可能性を高めるよう早期選抜を見直し、異なる校種間の生徒の

進路変更を可能にすること、女子教育ならびに就学前教育等について改善すべき点を指摘し、教育の質保証の重

要性を強調した（http://www.zaman.com/?bl=national&alt=&hn=25087）。また、著者による面接調査後の担当者

へのメールによる問い合わせの結果、現在トルコ教育省内では、この OECD 報告書を非公開とし、今後の方針に

ついて具体的に検討中とのことである。 
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アメリカ合衆国の大学教育における学際化とカリキュラム改革 
─ 一般教育プログラムの学際化の動向を中心に ─ 

Interdisciplinarity and Curriculum Reform of Higher Education in the United States: 

Focus on Interdisciplinary Approach to General Education Programs 

 
松尾 知明∗ 

MATSUO Tomoaki 
 

Abstract 

The development of science and technology has led to accelerated specialization and 
fragmentation of knowledge. Therefore, comprehensive and integrated knowledge becomes all 
the more important in grasping the overall idea. Complicated and sensitive issues such as life 
ethics and environmental problems also require more interdisciplinary knowledge from 
multiple perspectives to deal with the issues. The increasing needs for integrated and 
comprehensive knowledge have led to interdisciplinary curriculum reforms in higher education 
in the United States since the 1980s. 
The purpose of this study is to explore why and how interdisciplinary general education reforms 
have been designed and implemented to meet the needs of students in the United States and to 
find its implications for Japanese higher education. 
First, the historical evolution of the interdisciplinary approach to general education is reviewed. 
Secondly, the background of interdisciplinary curriculum reforms is examined. Thirdly, 
curriculum, educational methods, and evaluation in interdisciplinary approaches are discussed. 
Lastly, the implications for Japanese higher education are presented. 
 

はじめに 

 

アメリカ合衆国（以下、アメリカと略す）の大学教育は大きな転換期にあり、特に、1980 年代以

降、人間形成を重視した一般教育（general education）の重要性が再認識され、革新的なカリキュ

ラム改革が全米で進行している。 

その背景には、大学教育の前提となる知のあり方が大きく変化していることが挙げられる。すな

わち、知識の専門化や断片化が急速に進む一方で、多様な視点から問題を総合的に理解したり、知

識の統合を図ったりする知の枠組みの学際化が進んでいる。また、予測困難な現代社会や学問分野

をまたぐ生命倫理や環境などの今日的な課題に対処するために、学際的な知の創造が要請されてい

るといえる。 

こうした知をめぐる新しい動向のもとで、一般教育の改革では、その中心的な潮流として学際化

という動きがみられる。全米で展開する一般教育の改革においては、「大学でどのような学生を育て

るのか」という根本的な問い直しが行われ、学生の共通経験として、学際的な知の育成を焦点にカ
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リキュラムの再編が進められているのである。 

小論は、このようなアメリカにおける一般教育カリキュラム改革に焦点をあて、特に、さまざま

な教育革新を伴いながら展開するその学際化という動向の一端を明らかにすることを通して、日本

への示唆を得ることを目的とする⑴。 

周知の通り、日本の大学教育では、大学設置基準の「大綱化」にともない、それまでの一般教育

と専門教育との科目区分が廃止され、一般教育については、学士課程全体のなかで充実を図ること

が期待されることになった。しかしながら、現実には、その意図に反し、大学の学士課程では、専

門教育が強化される一方で、一般教育関係の授業科目の削減、教養部の改組・転換など、一般教育

が著しく軽視される傾向が進んでいる⑵。 

本稿は、アメリカにおける一般教育プログラムの学際化という動向を明らかにすることから、日

本において低迷する大学の一般教育をどのように再構築していくかについての示唆を得るという点

で意義をもつと考える。 

 

１．一般教育の学際化をめぐる歴史的展開 

 

アメリカにおける大学改革の力点は、幅の広い知識を身につける一般教育と専門分化した知識を

学ぶ専門教育の間を、振り子のように揺れてきたといえる。時代的な要請に応えて、ある時は専門

的、実践的、職業的な教育が求められ、ある時は、一般的、教養的、市民的な教育が重視されてき

たのである。 

さて、一般教育の理念は、1945 年のハーバード委員会の報告書『自由社会における一般教育』に

おいて確立されたとされる⑶。報告書では、全体的な人間（a whole man）の育成をめざして、論理

的、関係的、想像的な思考力の三つの側面を涵養するために、人文科学、社会科学、自然科学の三

系列から構成されるモデルが提案されることになる。このモデルは、他大学にも大きな影響を与え、

コア・プログラムを始めとする実質的な一般教育プログラムをもつことが主流になっていったので

ある。 

それが、60 年代～70 年代になると振り子が逆に振れ、一般教育は低迷期を迎える⑷。60 年代には、

多くの大学では、大学の自由化、選択の自由を求める運動に応えて、教育プログラムの必修の履修

条件が廃止されるか大幅に緩和されていった。さらに、70 年代には、職業あるいは専門への準備が

重視される一方で、コア・プログラムは大きく後退することになったのである。 

70 年代後半になると、こうした一般教育の停滞が問題にされるようになる⑸。例えば、カーネギ

ー教育振興財団による Missions of the College Curriculum（1977）では、一般教育プログラムの

現状はバラバラで一貫性がなく「惨憺たる領域」に陥っていると批判した。また、ハーバード大学

では、この振るわない一般教育の問題をいち早く取り上げ、コア・カリキュラムの改革を開始した

のである。 

これらの動きはメディアに大きく取り上げられ、80 年代になると、一般教育を推進する改革の流

れが、全米に裾野を広げていくことになる。アメリカ教育審議会の報告書によれば、1980 年代には、

およそ 80％～90％の大学が一般教育カリキュラムの見直しを行うか、その改訂を実施するまでに至

ったという⑹。 

90 年代以降も一般教育の改革動向は衰えをみせていない。2000 年に実施されたラトクリフらの調

査によれば、90 年代に一般教育の改革を行っていった大学が 78％にのぼっており、また、2000 年
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現在では、57％が一般教育プログラムの見直しを実施しており、残りの大学も一年以内にその見直

しを計画しているという状況にあった⑺。 

こうした 80 年代以降の持続的な一般教育の改革においては、学際化が主要なテーマとなっている

ことが一つの特徴としてあげられる⑻。前述の調査によれば、一般教育の改革の中身をみても、１

年次セミナー55％、学際的なコース 55％、共通の学習経験 49％、４年次コース 36％、卒業論文 28％、

コースのペア化あるいは連携 26％、サービス・ラーニング 21％、インターンシップ 19％、学習契

約 15％など、後述するようなカリキュラムの学際化を伴う改革がほとんどを占めているのである⑼。 

このように、一般教育改革において学際化への関心が高まりをみせるなかで、Association for 

Integrative Studies では、Association of American Colleges and Universities からの依頼に応

じて、2000 年に５つのカテゴリー、17 の指針・原則をもつ Accreditation Criteria for 

Interdisciplinary Studies in General Education を作成するに至っている⑽。 

 

２．一般教育の学際化の背景 

 

 では、なぜ一般教育プログラムの学際化がこのように展開しているのであろうか。 

その背景には、例えば、以下の４つの要因が挙げられる。 

第一に、科学の発展にともない知識が爆発的に増加し、その専門分化が著しく進むなかで、総合

的、統合的、包括的な視野や知識が必要になってきたことが挙げられる⑾。すなわち、全体からあ

る側面を個別に切り取り、個々の部分を解明していくといった科学的アプローチは、加速度的な発

展を遂げてきた。しかしながら、他方で、学問の過度な細分化や専門化は、トータルな全体像を見

失わせる危険性を孕んでおり、分野を超えた幅広い視野が求められるようになってきたのである。 

第二に、一般システム理論、ホリスティックなパラダイム、マルクス主義、フェミニズム、ポス

ト構造主義などの超領域的な知識あるいは文化批評にみられるように、知識の枠組みや学問分野そ

れ自体が学際的になってきていることが挙げられる⑿。すなわち、「真理」や直線的で一元的な体系

を前提とする伝統的な知のイメージは、多元性、多義性、複雑性をもったネットワークあるいはウ

ェブといったものに取って代われてきている⒀。そこでは、他の学問領域からの方法、概念、理論

の借用が頻繁になっており、また、認知科学、メディア研究、地域研究、女性研究等を始めとして

学際的な領域が創設されているのである。こうした新しい知のあり方が、学際化を推し進める要因

となっているのである。 

第三に、予測のつかない複雑な現代社会において、高度な分析や問題解決に必要な知的スキルが

求められるようになったことが挙げられる⒁。現代社会の特徴の一つとして不確実性が指摘される

ように、複雑で錯綜した社会の現実は、将来の予想をきわめて困難にしている。そうした新たに生

起する問題に対処するためには、一面的な視野では不十分であり、多様な視点から物事を柔軟に分

析したり問題を解決したりする学際的な力が求められるようになったのである。 

第四に、現代社会における環境や生命倫理の問題など、学問の分化・専門化だけでは対応できな

い諸問題が生まれてきたことが挙げられる⒂。地球温暖化、オゾン層の破壊、クローン技術など、

難解で繊細な価値判断を迫られる現代の問題は、一つの学問分野の枠内にとどまるものではなく、

いろいろな学問分野に関係しているといえる。こうした私たちの直面する現代の諸問題を包括的に

捉え、妥当性のある問題解決を行うためにも、学際的な広いパースペクティブをもつ重要性が認識

されるようになってきたのである。 
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 このように、知識の専門化・細分化、知の枠組みの学際化、現代社会の不確実性、現代の抱える

困難な諸問題などに対応するために、伝統的な学問分野の枠を越えた知の学際化が求められるよう

になったといえるだろう。 

 

３．学際化と一般教育プログラムの改革 

 

では、一般教育プログラムの学際化は具体的にはどのように進められているのだろうか。ここで

はその特徴を、カリキュラムの編成、教育方法の工夫、評価法の改善に分けて検討する。 

 

⑴ カリキュラムの編成 

一般教育プログラムでは、多様なカリキュラム編成の手法が開発されており、それらを組み合わ

せる形でカリキュラムの学際化が進められているといえる。 

まず、カリキュラムの学際化は、重要だと思われる国の歴史的経験、主要な西洋思想、社会的ト

ピック、科学の争点などを中心にコア・コースを設定することによって進められる場合が多い⒃。

その際、個々のコースでは、テーマ、問題、トピック、争点、地域、時代、人物などの具体的な主

題に焦点をあて、通常、学問領域の三つの群である社会科学、自然科学、人文科学のなかに位置づ

けられる。学生は、このようにして構成されたコアのメニューや系列から履修要件を満たすように

選択することになるのである。 

コーナーストーン（１年次）あるいはキャップストーン（４年次）のコースを設定するカリキュ

ラム編成の工夫もみられる⒄。すなわち、前者では、学際的な学びの導入として、大学における学

習の基礎を培うために、テーマや問題に基づくセミナーやプロジェクトなどが設定される。一方、

後者では、４年間の学習の統合あるいは総合として、それまで学んできた知識を関連づけたり、実

生活で応用したりするために、セミナー、フィールド学習、卒業研究あるいは卒業論文などが課せ

られる。 

また、コースの連携、学習のプロセス、学習集団などの工夫もある⒅。例えば、共通のテーマを

もとにいくつかの異なるコースをまとめてクラスター化したり、知識の統合をめざしたコース、セ

ミナーあるいは討論グループを組織したりする試みなどもみられる。 

さらに、教育改革運動として普及してきたラーニング・コミュニティ⒆や Writing Across the 

Curriculum⒇などもある。前者は、多様な形態があるが、学習するための共同体を形成することを

焦点に、ファシリテーターとしての教師のもとで、実社会の問題やテーマを探究してともに意味を

つくりあげていくものである。後者は、教育の内容と技能を別々なものとしてではなく関連させて

扱い、そうした内容を学ぶとともにカリキュラムを横断して書く技能を伸ばすことに主眼が置かれ

る。 

その他、カリキュラムの学際化を促す取り組みとして、異なる学問分野を専攻する教師のチーム

によるコースの計画や指導、統合的なポートフォリオの活用、次節で検討する革新的な学習方法の

導入などの取り組みもみられる。 

 

⑵ 教育方法の工夫 

一般教育プログラムでは、何を教えるかという教育内容からいかに教えるかという教育方法へと

その重点が移行してきている。こうした一般教育で特徴をもつ革新的な学習法には例えば以下のも



アメリカ合衆国の大学教育における学際化とカリキュラム改革 

 159

のがある。 

「学際的な学習（interdisciplinary study）」(21)は、対象とする領域が広かったり問題が複雑で

あったりするために、一つの学問分野では適切に扱うことができない問いに答えたり、問題を解決

したりする方法をいう。そのために、学生は、関連のなかった問題やアプローチ、知識などを相互

に比較したり、関連付けたりしながら、多面的な視野から現象を捉えることで、複雑で多義的な現

象の全体的な理解をめざす。 

「体験学習(experiential learning)」(22)は、フィールドにおける直接体験を通して学習する方

法をいう。そこでは、一方で、クラスで学んだ知識を現地での体験や実践の視点から問い直すこと

を通して、学問的な知識を再考するとともに、他方で、実社会での体験を学問の視点から捉え直す

ことで新しい知識を生み出すという側面をもつ。こうした体験学習には、社会的な問題に関わる直

接体験のなかで、生活の質を高めるために問題を解決したり行動したりする「サービス・ラーニン

グ（service learning）」や外国における異文化体験を通して文化や言葉などを学ぶ「海外留学（study 

abroad）」などが含まれる。 

「協働的な探求（collaborative inquiry）」(23)は、競争を極力排除した学習環境のもとで、グル

ープでの活動や学生同士の学び合いを重視する教育方法をいう。学生は、教師の支援のもと、チー

ムとして、クラスの内外でプロジェクトを遂行したり、問題解決に挑んだりして学習を進めていく。 

「研究・探求に基づく学習（research or inquiry-based learning）」(24)は、研究者が研究を遂行

するように、問題を見つけ、仮説を立て、問題解決を図っていくといった経験を大切にする教育方

法をいう。教師は、ガイドあるいはメンターとしての役割を果たし、学生は、実際に問題を見つけ

追究する活動を通して、学際的な研究のやり方を学ぶとともに、新しい統合的な知識を生み出して

いく。 

これらの学習方法には、共通して、学生が学習に主体的に関わること、コミュニケーション力、

批判的思考、問題解決力などの能力を助長すること、あるいは、多様な視野から複雑な現象を捉え

より包括的な理解を図ろうとすることなどの特徴がみられる。 

 

⑶ 評価法の改善 

 大学教育のアカウンタビリティが議論されるなかで、プログラムを通して実際にどのような知識

や技能が身に付いたのかが問われるようになってきており、評価への関心も高まりを見せている。

一方、学際化の進む一般教育プログラムでは、複数の学問領域を扱っており、また、新しい教育方

法を活用していることもあり、伝統的な標準テストに替わる評価のあり方が求められるようになっ

てきている。 

 こうしたなかで、注目を集めている評価法には、ポートフォリオ評価（portfolio assessment）

やパフォーマンス評価（performance assessment）がある(25)。前者は、従来のテスト中心の評価法

の代替として、文書や作品など学生の作業実績を多種多様に集めた時系列的な集積物をもとに評価

を行なうものである。また、後者は、実際のパフォーマンスあるいはシミレーション、口頭発表、

インタビュー、ディベートなど、実社会にある活動やそれに近い活動を遂行し、これらの活動をも

とに評価を行うものである。 

一方、一般教育で身に付いた知識や技能を評価する標準化されたテストも活用されている。それ

らには、例えば、一般教育の学習の評価として American College Testing Program によって開発さ

れた College Outcomes Measures Project、あるいは、批判的な思考やコミュニケーション技能を
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測るために Educational Testing Service（ETS）で開発された General Intellectual Skills Test

などがある(26)。 

 一般教育の評価においては、標準的なテストのみではなく、ポートフォリオなどを活用し、多様

な評価資料をもとに全体的な視野から評価することが求められているといえる。そこでは、知識の

多少だけではなく、学生の知的、認知的な発達を捉える視点が重要になってきているのである。 

なお、これまで述べた一般教育改革にみられる学際化の動きは、実際には、カリキュラム編成、

教育方法、評価法などの多様な革新的な試みが、大学の創意工夫によって組み合わされ実施されて

いる。これらの斬新な試みの多くは、60 年代～70 年代の実験的に取り組まれていたもので、その知

見が取り入れられ、全米へと広がりをみせているのである(27)。 

 

おわりに－日本の大学教育に示唆するもの 

 

日本における学士課程カリキュラムの改革について、1999 年に実施した調査を総括して有本は、

①理念・目的の崩壊、②実施体制の求心力低下、③不十分なカリキュラムの体系的編成、④授業の

成果の問題、⑥学生の学力不振を指摘し、改革の進まない実態を浮き彫りにしている(28)。 

アメリカにおける一般教育の学際化という潮流は、このように低迷した日本の大学教育の再構築

に何を示唆するのであろうか。ここでは、以下の３点を挙げておきたい。 

第一に、大学教育を取り巻く知のあり方が大きく変化するなかで、学際的な視点から一般教育を

含めた学士課程を再編する必要があるということである。すなわち、学問分野の専門分化が加速す

る一方で、学問を支える知の枠組みの学際化は確実に進行しており、また、学問の専門化では対処

できない現代社会の諸問題の解決に向けた知の創造も急務となっている。このような知をめぐる新

しい動向を考えると、日本においても、大学教育の理念や目標を見直し、重要度が増している一般

教育を核に、学士課程全体の学際的な再構築を図っていくことが求められるといえるだろう。 

第二に、教師主導の指導から学生中心の学習へといった教育観の転換が必要とされているという

ことである。教育内容レベルでは、一般教育を中心に、専門的・断片的な知から学際的・統合的な

知への転換を図り、学生が総合的な知を生成するカリキュラムへと編み直していく作業が必要だろ

う。教育方法レベルでは、専門知識の教授から学生自身の学びへと転換させ、学際的な「生きた知

識」を生み出す課題探求や問題解決を重視していかなければならないだろう。また、評価レベルで

は、標準テストの代替としての真正の評価への転換を進め、ありのままの学びを捉えることで、教

師にとっては評価を自らの指導の改善に生かしたり、学生にとっては評価を自己学習力の向上に生

かしたりしていくことが大切だろう。学生を中心とする新しい教育観のもとで、教育の内容、方法、

評価が統合された改革が進められなければならない。 

 第三に、一般教育を軸に学士課程を学際化していくには、学問領域を越えた教師間の協力指導体

制を構築することが重要であるということである。知の統合という観点から、学問分野を越えた教

師のチームによりコースを計画したり指導したりする仕組みを設計し、そうした協働の作業を進め

ていくことが不可欠であると思われる。分野を越えた教師の間に協力指導体制をつくることで、た

こ壺的に専門分化した専門分野間、学部学科間、教師間の分厚い壁は解消へと向かい、学生中心の

教育プログラムが可能になっていくように思われる。その意味で、閉鎖的な学問分野の間の垣根を

打ち砕く抜本的な改革が、学士課程教育の学際化を進めるカギになると思われる。 

これまで検討してきたように、小論で取り上げたアメリカにおける一般教育のカリキュラム改革
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は、知のあり方が大きな変貌と遂げている今日的な状況にあって、私たちに、「大学でどのような学

生を育てるのか」という大学教育の根本的な問い直しを迫るものである。中央教育審議会等でこれ

からの高等教育の将来像がさかんに議論されている現在、こうしたアメリカの事例は、一般教育の

重要性の再確認と明確な位置づけを通して学士課程全体の再編を図り、学際化を核とした知の再構

築をめざしていくという大学改革の道筋を示唆してくれているように思われる。 
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イギリスの大学におけるエンプロイヤビリティ向上への取り組み 
─ヨーク大学の「ヨーク賞」プログラムを通して─ 

Approach of Universities for Development of Employability in the UK: 

York Awards Programme in the University of York s 
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TADA Junko 

 

Abstract 

With rapid social change and growing globalization, employability is central to the strategic 
direction of the Department for Education and Skills. Government policy to enhance the 
employability of graduates is associated with human capital theories of innovation and 
economics. The Dearing Report into Higher Education （1997） highlighted the importance of 
education for employability, focusing on development of key skills and the importance of work 
experience. It had a considerable effect on the traditional HE system. At present the HE system 
is being steered toward placing greater emphasis on the employability of graduates.,  This is 
developed by means of the programme of study, the methods of learning, teaching and 
assessment, by means of any work experience undertaken while at university and so on. The 
University of York has a successful programme that provides students with various 
opportunities to develop employability. The York Awards programme in the university is 
introduced.  
 

１．はじめに 

 

 イギリスでは、国際経済競争の高まりとグローバリゼーションの影響から、知識主導型社会に資

する高いスキルを持つ人材育成の重要性がより一層主張されるようになってきている。国際社会の

変化は、1990 年代における労働市場に急速な変化をもたらし、アカデミックな能力を重視してきた

それまでの大学教育の見直しを要求し始めたのである。仕事内容の変化、企業組織の構造的変化に

伴う中小企業の増加、契約社員やパートタイム等を兼用する小企業における大卒労働者の増加など

の社会的変化は、いかなる時代にも通じるエンプロイヤビリティ（Employability）を要求し始めた。

今日、イギリスの大学は、雇用及び職業継続に必要とされる能力、すなわち、エンプロイヤビリテ

ィの向上に貢献することが期待されている。この改革は、1997 年の政策文書「学習社会における高

等教育」iを起点としている。報告書は、生涯学習社会の構築と社会変化に応じた高等教育の重要性

を指摘し、高等教育機会の拡大、生涯学習の推進、及びエンプロイヤビリティの向上を重要課題と

することを全高等教育機関に勧告した。また、2001 年に発表された「新しい高等教育修了資格の枠

組み」iiには、学士号取得要件の一つとして応用可能なスキルの習得が規定される等、エンプロイ

ヤビリティの向上は無視できないものとなっている。 

                             
∗ 研究協力者 
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わが国においても、労働市場の変化、及び高等教育人口の拡大に伴い、大学教育の質に関する問

題が議論され、学生のエンプロイヤビリティ向上の必要性が指摘されてきている。学部におけるカ

リキュラム改革も推進されつつあるが、学生の職業意識の希薄さや未成熟性、学習への低いモチベ

ーション等の問題は深刻である。 

本研究は、両国における高等教育の方向性にエンプロイヤビリティの向上という基本的考え方が

あることに注目し、エンプロイヤビリティ向上へのイギリスの大学の取り組みを概観した上で、ヨ

ーク大学を事例として取り上げる。ヨーク大学は、産業界及びに各学科との連携協力のもと、多様

な活動機会を提供する「ヨーク賞（York Awards）」プログラムにおいて注目されており、その教育

の質は国内でも高く評価されている。また、エンプロイヤビリティの向上という視点から、イギリ

スの大学の課外活動の事例を扱った研究は、日本では少数でありiii、わが国の大学教育プログラム

に示唆を与えることができると考えられる。 

そこで、本研究は、エンプロイヤビリティの向上に取り組むヨーク大学の課外活動である「ヨー

ク賞」プログラムに焦点をあてる。本研究の目的は、ヨーク大学の「ヨーク賞」プログラムの内容

と外部機関との連携（partnership）という視点から、課外活動プログラムの内容を検討し、ヨーク

大学におけるエンプロイヤビリティ向上への取り組みの特徴と問題点を明らかにすることである。 

 

２．エンプロイヤビリティの定義 

 

 エンプロイヤビリティという用語の普及は、産業界における雇用契約の変化と国際経済力の発展

を図る公共政策に起因しているiv。エンプロイヤビリティには様々な定義があるが、本論では、高

等教育を対象としてイギリスで最も使われているナイトとヨーキー（Knight and Yorke）による定

義を採用するv。すなわち、エンプロイヤビリティとは「高等教育機関の卒業生の就職と彼らの選択

した職業での成功をもたらす可能性のより高い、スキル、理解力、及び個人的特性の一連の学力で

ある。それらは、彼ら自身、労働力、コミュニティ及び経済の利益となるvi」。（a set of achievements 

– skills, understandings and personal attributes - that make graduates  more likely to gain 

employment and be successful in their chosen occupations, which benefits themselves, the 

workforce, the community and the economy）。この定義は、イギリス学習・ティーチング支援ネッ

トワーク総括センター（Generic Centre of the UK Learning and Teaching Support Network）及

び学生のエンプロイヤビリティ促進調整チーム（Enhancing Student Employability Co-ordination 

Team）において使われているvii。 

 

３．イギリスの大学におけるエンプロイヤビリティ向上への取り組みviii 

 

大学教育へのエンプロイヤビリティの導入は、1997 年のデアリング委員会による政策文書「学習

社会における高等教育」（Higher Education in the Learning Society）（通称：デアリング報告書）

を起点としているix。デアリング委員会は、この報告書を通して知識経済社会における高いスキル

を有する人材の必要性を指摘し、高等教育機会の拡大とエンプロイヤビリティ向上への輪郭を全高

等教育機関に示した。委員会は 1980 年代から 1990 年代に実施された施策「高等教育におけるエン

タープライズ」（Enterprise in Higher Education）x、並びに「潜在的能力のための高等教育」（Higher 

Education for Capability）xiを推奨し、職業に関連する学習機会の拡大が必要であるとして、学
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士課程へのスキル教育の導入と職業体験の実施、並びに外部機関とのパートナーシップの確立を勧

告したのである。これらの勧告は、学力を重視する伝統的な大学教育を変えるものとして、タイム

ズ紙の第一面に大きく掲載されるほどのインパクトを与えた。つまり、エンプロイヤビリティは、

それ以前まで、薬学、教員養成、社会福祉などの専門職認定に関する領域、あるいは、旧ポリテク

ニックスにおけるビジネス、社会科学、建築環境分野のシック・サンドイッチ・コース（Thick 

Sandwich Course）と呼ばれる職業研修の領域やコース内における実践的な学習や研修（派遣）等の

限られた範囲内で認識されていたものであったこと、スキル教育は、学科における知識・理解を優

位と考えてきた大学教員にとって二次的なものでしかなかったことなどがその背景にあるxii。した

がって、この勧告は、大学の教育内容や教育方法のみならず、大学教員の意識改革、並びに大学運

営組織の改革を要求するものとなった。 

 デアリング報告書の公表後、学生のエンプロイヤビリティの向上を目指す大学改革は進められて

いる。しかし、その様相は多様である。その理由の一つとして、政府が大学にエンプロイヤビリテ

ィ向上への実施計画の公表を義務づけていないことが挙げられる。そのため、積極的に取り組んで

いる大学とそうでない大学が見られる。例えば、ウェールズの某カレッジは、スキルの重要性につ

いて同意しているが、学生をエンプロイヤビリティに従事させることに積極的ではない。その一方

で、イースト・イングランド大学のメディア学部では、従来のカリキュラムを就職に直結する内容

のものへと変更し、実践的な内容を指導できる教員を増やしている。一般に、伝統的な大学の教員

は、エンプロイヤビリティを正規のカリキュラムに取り入れることに積極的ではないようである。

カリキュラムにおけるバランスの難しさや大学教員の自律性の確保について懸念を示している。二

つ目には、大学とコミュニティとの密着性が高く、地方の産業や雇用状況の影響を受けていること、

さらに、学生数や学生の種類の違いが影響することが挙げられる。多くの場合、地方の複数の大学

と連携したプログラムを提供している。例えば、ヨークシャー州にある、ブラッドフォード大学、

ハダーズフィールド大学、リーズ大学、リーズ・メトロポリタン大学は、マイノリティの背景をも

つ学生を焦点とする IMPACT プログラムを開設している。このプロジェクトは、伝統的な大学の法律

家志望の学生だけに門戸を開いていたグローバル・グラデュエイト・スキーム（Global Graduate 

scheme）に働きかけ、マイノリティの学生の受け入れを許可させることに成功した。全ての学生が

平等にアクセスできる機会の開拓に積極的に取り組んでいる。また、ダーラム大学とノース・イー

スト地方の大学連合によるプロジェクトは、地方の中小企業とマイノリティの学生への支援を行っ

ている。ウエスト・ミッドランド地方では、９つの高等教育機関による、「知識・技術革新・技術移

転スキーム」（Knowledge, Innovation and Technology Transfer Scheme, KITT）を展開し、60 の

中小企業と多くの学生を支援している。このような多くのプロジェクトは、地元の中小企業の希望

を反映するとともに学生の雇用機会へのアクセスビリティを拡大している。特に、旧ポリテクニッ

クであった大学の参加が目立っている。 

雇用側が大卒に期待するスキルは、職業特殊なスキルというよりも継続的に学習できる能力や態

度である。職業継続を可能にする個人的特性が特に求められている。そのため、大学側も雇用側も

学生に特別なスキル・トレーニングを施す必要性があるとは考えていないようである。学生を中心

とするラーニングと従来と異なる改善されたティーチングによって、エンプロイヤビリティを向上

させることができるとの認識をもち、卒業後の就職を目標とするよりも、将来のキャリアという視

点から教育を施している傾向が強い。そのため、多くの大学が、①個人的特性（雇用継続を可能に

するため）、②自己呈示スキル、③柔軟性及び学習継続する意志力の向上に焦点を当てている。最近
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では、継続的職業開発（Continuing Professional Development, CPD）プログラムの導入によりエ

ンプロイヤビリティの向上を図る大学も多い。学部生だけではなく、卒業生も対象としていること

から生涯学習の考えをベースに置いたプログラムが提供されている。運営形態は、エンプロイヤビ

リティ運営委員会を核として設置している大学、体系的な戦略計画のある大学、学部や学科がそれ

ぞれ独自に実施している大学等と多様である。例えば、ウェールズ大学スワジー校では、ラーニン

グとティーチング計画、キャリア教育、情報とガイダンス方針、職業経験、及びエンプロイヤビリ

ティ計画について、副学長が責任を持っているが、ニューキャッスル大学では、全体計画のないと

ころで実施されていたという経緯がある。 

このように多様な取り組みが見られる中、明らかに変化している側面として次の点を指摘するこ

とができる。一つには、大学が就労体験やボランティア活動の重要性を認識し、スキル向上のため

の活動機会を提供するようになったこと、二つ目に、労働市場と学生のニーズに見合うスキルに興

味を持つようになったこと、三つ目に、キャリア・サービスの役割が変化したことである。これら

についての大学の取り組みは大きく４つに分類される。それらは、①仕事を探すためのキャリア・

サービスを主とする大学のサービス、②雇用側のニーズに適応するための個人的特性の向上を図る

カリキュラムの構築、③学士課程への革新的な就業体験の導入、④プログレス・ファイルの活用（学

力、個人的特性及びスキルの向上への学生自身の省察と記録）である。いずれも学内および学外機

関とのパートナーシップが重要な役割を果たしている。具体的には、①では、キャリア・サービス

が中心的な役割を果しているケースが多く、従来よりもその活動領域は広がっている。例えば、学

生個人のキャリア・プランニングや就職活動の管理、スキルアップのためのセミナーの開催、学士

課程のカリキュラム開発への参加や助言などである。この他に、カリキュラムやテクノロジー、特

別な支援を必要とする学生へのアドバイス等に責任を持つティーチングと学習の支援部門が大学に

設置され、エンプロイヤビリティの向上に責任を持っている例も少なくない。また、スチューデン

ト・ユニオンによるジョブ･ショップ（Job Shop）の運営、ボランティア活動やスキル向上への活動

機会の提供を促進している大学も多い。スチューデント・ユニオンの場合は、代表者が定期的に交

代することから、長期的な運営継続が困難であるとの問題もある。②③では、ジェネリック・スキ

ル（generic skills）の育成を重視している。雇用者が必要とするスキルであり、具体的には、イ

二シアチィブ、批判的思考、問題解決、データ処理、コミュニケーション、チームワークなどであ

るが、これらのスキルの育成に焦点が置かれ、学部の授業による育成が目指されている。授業以外

でも、ボランティア活動や課外活動などの活動機会が提供されている。特に、就労体験は重要視さ

れており、従来から実施されてきたサンドイッチ・コースも継続的に活用されている。就労体験の

モジュールの導入、有給の就労体験、ボランティア活動、及び以前から行われてきたワーク・プレ

ースメントを統合した取り組みも見られる。④では、学生自身が自己の活動を省察することが重視

されている。そのため、チュートリアル・システムを通して、学生の成長を促す方法を取っている

ところも多く、パーソナル・デべロプメント・プランニング（personal development planning; PDP）

のを活用しているケースが多い。このような方法で育成される学生のエンプロイヤビリティは、主

に２つの方法で評価されている。一つは、学部のカリキュラムにおけるスキル評価の中で評価され

る。二つ目は、学士課程の評価とは別に資格や賞によって評価される。後者の場合、専攻する学科

との関連性や学生のモチベーションという点でうまく機能しないこともあることが問題点として指

摘されている。 

全体を通して問題点として挙げられているのは、パートナーシップに関しては、大学側が生涯学
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習の視点からのスキル教育を希望しているが、パートナーシップにある地方の雇用者は、即効性の

あるスキルの教育を提供する傾向が強いことである。また、その地域の雇用者のニーズが他の地域

の雇用者の求めるスキルと一致するとは限らないことである。サンドイッチ・コースについては、

コースを終了した学生を 20％以上もつ大学は卒業６ヶ月の雇用率が高いことが示されているが、コ

ースの間の学費負担の問題から大学によって参加学生数に差があることなどである。 

以上、イギリスの大学のエンプロイヤビリティ向上への取り組みについて概観してきた。次に、

ヨーク大学を取り上げ、具体的な取り組みを見ていくことにする。 

 

４．ヨーク大学の計画 

 

1963 年、イギリス北部のヨーク市に設立されたヨーク大学は、約 30 の学科を置き、およそ 9,700

人（6,500 人がフルタイムの学生）の学生が在籍しているxiii。学生数はイギリスの大学の中でも少

数であり、１年次生に対する学生寮と個人指導教官システムを中心とする学生支援、及び優れた教

育活動を特長とする大学である。イギリスで実施される研究評価及び教育評価においては、常に上

位にランクされ、学力の向上に力を入れてきた伝統的な大学である。 

1998 年、ヨーク大学はエンプロイヤビリティの向上に向けて「2000 年から 2004 年第一期大学運

営協力計画」（Corporate Plan）xivを打ち出した。国際社会をリードする学習活動の提供、社会に資

する研究の主要機関としての発展、充実した生き方と社会貢献を担う能力の育成を将来的ビジョン

として掲げた。学内・学外における連携・協力の確立、優れた学習活動機会の拡大、及び学習環境

の改善を重点とする実施方針が示された。その実現にあたって、①研究、スカラーシップ、特色を

持つ優れた学習環境の提供、②入学選抜、カレッジ制による最高水準の学習環境、学生支援による

先導的立場の維持・向上、③教育と訓練、研究及び雇用のニーズへの継続的かつ発展的な対応等の

目標が設定された。計画書には、次のように記載されている。この計画におけるエンプロイヤビリ

ティは、労働市場のニーズとの関係が強い。しかし、学力の向上と個人の成長との間でバランスを

図らなければならない。エンプロイヤビリティに必要な多くのスキルは、学問をする上で重要なス

キルである。学生は、このことを認識し実行する必要がある。すなわち、エンプロイヤビリティは、

学問と切り離されたスキルではなく、学問の知識、理解、並びに応用力は、エンプロイヤビリティ

に含まれるスキルであり、エンプロイヤビリティをより一層向上させ得るスキルである。 

エンプロイヤビリティの向上は、「学習とティーチング戦略」（Learning and Teaching Strategy）

xvを中心として構築された。学士課程と課外活動による継続的なスキル学習の機会の提供、職業経

験機会の拡大によって達成されることを狙いとし、優れた学習経験を戦略の軸に敷いた。これは、

遠隔地という不利な立地環境にあるヨーク大学にとって学生獲得への重要な戦略の一つともなって

いる。学費徴収等の外部要因が変化する中で、市場競争に打ち勝つための鍵であるとの認識も強い。

そのため、学生の学習活動の充実を図るため、①学生のニーズへの対応、②厳格な評価によるカリ

キュラムの内容及び教育方法の革新、③指導教官システムの充実、④課外活動による教育機会の増

大、⑤教員研修の実施、⑥教育施設の改善、を実行していくことが明確に打ち出されている。プロ

グラムの質の維持については、学内・学外評価、及び各学科による定期的評価を実施する方向性が

敷かれた。また、1998 年には、ティーチング委員会をはじめとする、福祉調整委員会等の設置、2003

年には、アカデミック・コーディネーター、及びカレッジ・コーディネーターの設置が推進され、

学内組織のコミュニケーションの向上の徹底、及び学生支援の効率化の促進を図っているxvi。一方、
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外部機関との連携として、地域及び学外機関とのネットワークを通した研究やティーチング、学習

活動、コミュニティへの参加等を推進し、学生のみならず教職員の意欲と地域への貢献力の向上を

図ることで、エンプロイヤビリティの向上を目指している。また、ヨーク大学は、2000 年より、公

営機関や民営機関、ボランティア機関との連携協力による活動機会の拡充に力を入れている。今日、

その多くのプロジェクトが政府による財政支援によって推進されている。また、キャリア・サービ

スの機能を重視し、学生への就職情報の提供、キャリア・マネジメント・スキルの育成、外部機関

及び大学との効率的な連携協力の維持・向上、外部機関のフィードバックを基にした効率化の促進

等の役割を任せている。 

 

５．ヨーク大学の課外活動と「ヨーク賞」プログラム 

 

⑴ 「ヨーク賞」プログラムの位置づけと概要xvii 

 ヨーク大学では、学生のエンプロイヤビリティを学科の授業と課外活動を通して育成している。

「ヨーク賞」プログラムは、課外活動として位置づけられている。課外活動は、大学の授業外で実

施される学生や教職員によるボランティア活動という意味合いが強い。教育活動全体を通して、学

生を主体とするティーチングと学習方法が活用されている。このアプローチには、次の特徴がある。

一つには、学問の向上と学生による意欲の向上を目指して、一人ひとりの学生に焦点を置いている

ことである。ポートフォリオの採用、多様な学習形態の活用、教職員との交流の機会等を中心とし

ている。二つめに、学習経験は、本人の自主的、自律的学習に依拠するとの考えから、学生の自己

選択と自主学習における自己管理を奨励していることである。三つめに、指導教官制とカレッジ制

による学生支援を徹底していることである。この活動を基本として、各学科では学問の向上と人間

的成長を促している。一方、課外活動は、スキル教育に重点を置き、人間的成長と職能開発を図る

枠組みの中で、スキルの向上を目的とする多様な活動機会が提供されている。学生が参画できるプ

ログラムも多く、学科と Central Service も支援している。「ヨーク賞」プログラム以外の課外活動

には、「ヨーク・ミレニアム・ボランティア」（York Millennium Volunteers）、「学校におけるヨー

ク学生」（York Students in Schools）、「スポーツ・ボランティア・プログラム」（Sports Volunteer 

Programme）「ヨーク学生の地域活動」（York Student Community Action）、「アクティブ・ヨーク」

（Active York）等がある。これらのプロジェクトは、地域の学校やシティ・カウンシル等との連携

のもとで地域に貢献する機会を提供し、市民性の発達も促している。これに対して、「ヨーク賞」プ

ログラムは、公的機関やボランティア機関、及び民間企業との連携で実施されることが多く、将来

の職業への意識付けや雇用に直結するスキルの育成に焦点を当てている。 

「ヨーク賞」プログラムの概要は次の通りである。1996 年に開設した「ヨーク賞」プログラムは

1999 年に新しいプログラムとして再スタートした。これは、スチューデント・ユニオンの活動や休

暇中のアルバイト、スポーツ、ボランティア活動等もまた大学における重要な学習機会であるとい

う見地から、課外活動における体験を省察しプレゼンテーションしていく機会を与えることで、ス

キルの向上と人間的成長を促したいとの考えから始まったものである。したがって、「ヨーク賞」プ

ログラムは、全学生の潜在的能力を引き出し、課外活動における経験を評価し、資格取得の支援を

することを目的としている。プログラム終了後には、産業界から高く評価されている「ヨーク賞」

が授与される。プログラムの推進は、キャリア・センター内にある「ヨーク賞」担当部門が中心と

なっている。全学科には学生とプログラムとの仲介等に責任を持つ「ヨーク賞」担当教員が配置さ
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れ、指導教員は学生に助言を行っている。 

次に「ヨーク賞」プログラムの構成を見てみると、プログラムは、必修活動と選択活動で構成さ

れている。必修活動は、①「学力の向上」、②「職業体験」、③「個人の興味」である。①は、学士

課程で実施される応用可能なスキルと人間的成長を図る活動である。スキルを成績として評価して

いない学科もあることから、スキル向上への学生の努力を「ヨーク賞」として評価することをねら

いとしている。②は、職業体験や授業以外での経験である。例えば、「学校におけるヨーク学生」な

どの課外活動が対象となっている。③は、学生が自分自身の興味・関心によって大学で行った活動

である。体験を通して自己の成長過程を省察できる能力の育成を目的としている。選択コースとし

ての多彩な 23 のプログラムは、必修コースのスキル学習を補い、学生の興味・関心等に応じたより

広い知識とスキル向上への学習機会を提供している。 

「ヨーク賞」取得までの過程は次の通りである。学生は、プログラムの開始前に、６つの分野（コ

ミュニケーション、数的処理と統計、情報テクノロジー、社会への適応性、問題解決能力、及び自

己管理能力）のスキルをチェック項目で自己評価し、達成目標を明確にする。その後、「ヨーク賞」

担当者の助言の下、アクション・プランを立案し実行する。両コースの自己採点が 100 点を満たす

と「ヨーク賞」に申請することができる。必修コースの点数は、「学力の向上」が 20 点、「職業体験」

が 20 点から 60 点、「個人の興味」が 10 点から 20 点の配分であり、この点数の範囲内で自分の活動

を採点する。選択コースの場合は、プログラムごとに点数配分が異なっており、５点、10 点、20

点のいずれかが各プログラムに配分されている。「ヨーク賞」に申請する際には、コース毎の自己採

点と採点の根拠となる活動内容、及び「評価質問」への回答を規定の申請書に記述する。実際の就

職試験と同様のフォームが使われている。例えば、「評価質問」で問われる項目は、困難で複雑な状

況の際の問題解決の方法、将来の職業と人生に及ぼす大学生活の意義、学問と職業体験以外で果た

した人間的成長等である。「ヨーク賞」担当者は、申請書を審査する。基準に達している学生は評価

委員会による面接を受ける。不合格の場合には、再度、挑戦する機会が与えられる。 

 

⑵ プログラムの内容と連携機関xviii 

 「ヨーク賞」プログラムのほとんどは、民間組織や公的機関との連携のもとで提供されている。

プログラムの内容は、「ヨーク賞」担当部門と雇用側との話し合いで決定され、プログラム評価と学

生のフィードバックによる改善が毎年施されている。選択コースにある 23 のプログラムは、連携機

関の種類によって３つに分類できる。一つは、民間組織と連携しているプログラム、二つめには、

公的機関と連携しているプログラム、最後に、大学が独自に運営するプログラム、である。開講期

間は、１学期間から通年開講までと幅広く、ほとんどが無料で提供されている。全てのプログラム

には、学生を中心とした学習活動が採用されており、連携先からチューターや講師が派遣されてい

る。プログラムは、職業と職務への意識付け、雇用に必要とされるスキルの向上、産業界の仕組み

への理解を主な目的としている。小グループによるプロジェクト・ワークが多く、学生は、ビジネ

スにおける事例分析やリサーチ、プレゼンテーションの機会を持つとともに、企業によるフィード

バックを受けることができる。 

民間企業と連携しているプログラムの一つには、起業やビジネスにアイデア生かしたい学生を対

象としている「ヨーク・エンタープライズ・スキーム」（York Enterprise Scheme）がある。このプ

ログラムで、学生はスキルを活用し、アイデアを産業界で商品化する方法を学習する。イギリスの

大手銀行である HSBC とコンサルタントを専門とするヨーク・ビジネス開発（York Business 
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Development）との連携で行われている。講師は、これらの組織から派遣される。春学期に 14 時間

相当のワークショップと小グループによるプロジェトが開催される。ワークショップでは、ビジネ

スを視点とするアイデアの評価、市場調査、財務予測の方法等が教授される。その後、学生は、リ

サーチを行い、グループでまとめたビジネス・プランを投資家志望者で構成されるパネルに提出す

る。夏学期にグループ毎のプレゼンテーションを行い、ビジネス・プランについての詳細なフィー

ドバックを受ける。優秀なプランには奨学金が支給される。このプログラムは、先に述べた連携機

関の他にも、地域開発局であるヨークシャー・フォワード（Yorkshire Forward）とヨーク・サイエ

ンス・シティ（York Science City）による支援を受けている。 

民間企業と連携しているプログラムの中には、特定のスキルに焦点を置くプログラムもある。例

えば、問題解決スキルの育成を目指す、研修機関のティーチ・ファスト（Teach First）によって実

施される「クラッキング・ザ・ケース・スタディ」（Cracking the Case Study）、コミュニケーショ

ン・スキルの育成を目的とする、石油会社 シェル（Shell）によって行われる「スピーキング・ユ

ア・マインド」（Speaking Your Mind）、ネットワーキング・スキルの向上を目指す、北ヨークシャ

ー・ビジネス・ネットワーク（North Yorkshire Business Network）による「初心者のためのネッ

トワーキング」（Networking for Beginners）などである。一方、複数のスキルに焦点を置くものに

は、コンサルタント企業であるプライスウォーターハウスクーパー（PricewaterhouseCoopers）に

よる「仕事に有効なスキル」（Putting Skills into Work）、情報関連企業であるアギリイシス

（Agilisys）による「イー・コマース」（E-Commerce）、保険会社であるノーリッチ（Norwich）及び

環境保護団体であるヨーク・プラネット（York Planet）による「ビジネスと環境」（Business and 

Environment）などがある。 

公的機関と連携しているプログラムの一つには「ドンチェスター・ミリオン」（Dunchester’s 

Millions）がある。このプログラムでは、公務員コンサルタント（Civil Service Consultant）が

４時間相当のワークショップを夏学期に実施する。プログラムは、キャビネット・オフィスと公務

員カレッジによってデザインされたロールプレイ・ゲームの一種であり、公務員の役割への洞察と

意思決定、交渉、分析などのスキルの育成が目的となっている。講座は２部に分かれ、前半は、ロ

ールプレイを行い、大卒資格を要件とするポストの種類と公務員の役割について学習する。後半は、

学生が架空の都市である「ドンチェスター市」の活性化を推進する政治家や公務員の役割を演じ、

ホワイトホールや議会の活動をシュミレーションする。この他には、ヨーク・ミレニアム・ボラン

ティア（York Millennium Volunteer）との連携で実施されている「ソーシャル・エンタープリナー」

（Social Enterpreneur）があり、ボランティア団体への理解とスキルの向上を図っている。 

大学独自の運営によるプログラムは、一般の社会生活や授業で必要とされるスキルに焦点を置く

ものが多い。大学の講師が担当するプログラムには、情報リテラシーの育成を狙った「全学科のた

めの情報リテラシー」（Information Literacy for All Department）、13 カ国語の学習機会を提供

する「みんなの外国語」（Language for All）、論文作成能力の育成を狙った「ライト・オン」（Write 

On）、科学とテクノロジー分野におけるプレゼンテーション・スキルの向上と最新トピックの学際的

討論会を行う「サイエンスとメディア」（Science and Media）などがある。企業との共同で実施さ

れ、最も人気の高いものには「チーム開発」（Team Development）がある。このプログラムは、チー

ムワーク・スキルの育成を重視しているため、グループ・ワークの多いサイエンス学科の必修とし

て指定されている。内容は、学生のグループが困難な場面を協力しながら克服するというものであ

る。このプロセスでは、学生同士がコミュニケーションを図り、イニシアチブや創造力等のスキル
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を活用することが期待されている。また、問題解決までの行動を各々が省察することも重要視され

ており、活動を通した体験がエンプロイヤビリティの向上に繋がると考えられている。この他には、

キャリア選択の支援を目的とした、キャリア・サービスによる「あなたの将来の発見」（Discovering 

Your Future）等がある。 

 

２．「ヨーク賞」に認定されている課外活動プログラム 

 

⑴ 「ヨーク・ミレニアム・ボランティア」（York Millennium Volunteers: 以下 YMV と略）xix 

 YMV は、教育雇用省が推進している「ミレニアム・ボランティア」（Millennium Volunteers: 以

下 MVs と略）xxを母体としている。1999 年から英国全土で実施されている MVs は、ボランティアの

活動機会の拡充と貢献に対する評価、及び若者の人間的成長とスキルの向上などを目的とするプロ

グラムであり、16 歳から 24 歳の若者を対象としている。運営の軸には、①継続的な個人の貢献、

②地域の利益、③個人の自由意思による参加、④多様な人々の参加、⑤若者によるオーナーシップ、

⑥プログラムの多様性、⑦組織および仲介者との連携、⑧質の高い活動経験、⑨証明書による承認、

という９つの方針が置かれている。若者の優れた活動には、100 時間の終了後に証明書

（Certificate）と 200 時間の修了後に優秀賞（Excellence of Award）が授与される。この受賞は、

雇用主にも高く評価されている。 

YMV は、現在、ヨーク市を中心として、およそ 750 人がプログラムに参加している。主な連携機

関は、アスクハム・ブライアン・カレッジ（Askham Bryan College）、ヨーク市カウンシル、ヨーク・

キャリア・サービス（York Career Service）、ヨーク・カレッジ（York College）、ヨーク・セント・

ジョン・カレッジ（York St John College）等である。活動の管理・運営は、ヨーク大学の学生マ

ネジメント・グループ（Student Management Group）がボランティアとして行っている。YMV の活

動領域は、①管理・運営、IT と募金、②芸術・音楽、③自然環境保護、④文化遺産、⑤教育、⑥衛

生と社会福祉、⑦スポーツ、⑧動物関係、⑨身障者への支援、⑩高齢者のケア、⑪若者への支援、

⑫子供のケア、と多岐にわたり、この他にも、短期のプログラムが夏に開催されている。領域ごと

には、⑥衛生と社会福祉の職種が多く、カウンセラー、犯罪の被害者への物理的・精神的支援、福

祉政策に関するリサーチ、救急などがある。その他の領域では、IT 学習センターでの学習支援、グ

ラフィック・デザイナー、事務や受付、劇団への演技指導、スポーツ指導、庭つくり、博物館での

展示品の説明、ペットの世話、高齢者や子供との談合などがある。活動内容は、特定のスキルを必

要とするものから経験を問わないものまでと幅広く、多様な人々の社会参加を促す活動に関連した

内容が目立つ。特に、ホームレスなどの社会的弱者や高齢者との関わりを持つ活動においては、コ

ミュニケーション・スキルや忍耐力などが要求されるため、事前研修が施されている。活動期間は

様々ではあるが、時間の拘束は少ない。2001 年度から夏期の短期プロジェクトが地域との協働で実

施されている。このプログラムでは、チーム開発とマネジメントの研修が施される。３年間で 85

人の若者が参加し、野生植物園つくり、保育所の修復、芸術事業計画の立案、社会的弱者のための

博物館ツアーの企画、盲人のためのセンサー付き庭園造り等を行ってきた。2003 年に開催された YMV

の受賞式には、家族や友人、連携機関、教育科学省を含む教育機関、及びカウンシルによる代表者

が列席する総勢 500 人の面前で 150 人もの若者が優秀賞等を授与され、全てのプロセスを通して若

者に感動と自信を与えている。 
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⑵ 「学校のヨーク学生」（York Students in Schools: 以下 YSIS と略）xxi 

YSIS は、メンタリングや学習支援事業などの学校関連のボランティア活動を提供するプログラム

である。YSIS の目的は、①学校の教員を支援する、②児童の可能性を最大限に引き出し、達成感と

やる気を高める、③地域に関わる機会を提供する、④高等教育の背景のない親を持つ児童・生徒に

大学生活を紹介し、高等教育機会の拡大を支援する、等である。現在、「チュータリング」と「メン

タリング」の２種類のプログラムが実施されており、450 人を超える学生が参加している。これら

の活動は、学生の成長を促し、将来の方向を発見する機会を提供していることで評価が高い。連携

機関は、ヨーク市カウンシル、コミュニティ・サービス・ボランティア（Community Service Volunteer: 

以下 CSV と略）、北ヨークシャー・ビジネスと教育のパートナーシップ（North Yorkshire Business 

and Education Partnership）である。 

プログラムの内容は、次の通りである。「チュータリング」プログラムでは、学生が学校の教員を

助け、児童・生徒の希望とモチベーションを高めることが期待されている。保育園から高等学校ま

での児童・生徒を対象として週１回の半日をヨーク市内の学校で手伝う。チューターには５つの分

類があり、それらは、①カリキュラム・チューター、②課外活動のチューター、③才能児を対象と

したチューター、④外国語のチューター、⑤英語を母国語としない児童を対象としたチューター、

である。また、2004 年の秋から修士課程での教員資格取得希望者をチューターとして学校に配置す

るファスト・フォワード事業（Fast Forward）が開始される予定である。 

 「メンタリング」プログラムは、個々の学生が児童に学習や成長に有益な支援を行うことを目的

としている。メンターの主な仕事は、担当の児童・生徒に学校の勉強や試験の指導、宿題のやり方

や科目選択についての助言をすることである。メンターには４つの種類があり、それらは、①10 学

年から 11 学年を対象としたメンター、②６学年のメンター、③「イー・メンター」（E-Mentor）と

呼ばれる電子メールを媒介とするメンター、④科学、テクノロジー、エンジニアリング及び数学の

重点校の児童への学習支援、である。活動は、週１回 30 分から１時間のメンタリングを１年から２

年間行う。イー・メンターは、週２回のメール交換を行う。学生の参加については、「チュータリン

グ」のプログラムの経験者が奨励されている。 

「チュータリング」は、1991 年に CSV が全国展開した「ラーニング・トゥギャザー」（Learning 

Together）をモデルとしている。そのため、運営は CSV の実施方針に従っている。ヨークシャー地

方では、地域内の大学と CSV による定期的なフォーラムが開催されている。「ラーニング・トゥギャ

ザー」は、1993 年に 15 大学のみが実施していたが、今日では 200 もの高等教育機関が取り組むほ

どである。ヨーク大学においても近年大規模になりつつあり、財政支援とマネジメントが変化して

きている。財政支援として、民間企業であるネッスル（Nestle）は、設立当初からのスポンサーと

して継続的に資金援助をしているが、近年、ヨーク児童トラスト（York Children’s Trust）、ミン

スター基金（Minster Fund）、及びシェパード・ビルディング・グループ（Shepherd Building Group） 

が加わり賛同企業も増加しつつある。マネジメントについては、パートタイムのコーディネーター

を、地方教育局、初等・中等教員及び大学職員で構成する委員会（Steering Committee）が支援し

ている。職員の他にチューターの経験を持つ学生が学生の管理を手伝い、学校と YSIS の事務所間の

連絡、リクルートや研修、ホームページやニュースレターの作成を学生マネジメント・グループ

（Student Management Group: 以下 SMG と略）が担当している。SMG の学生は、２時間シフトで事

務所に滞在し、訪問客の接待や学生への応対等も行うなど、運営を通してエンプロイヤビリティの

向上を図ることができる。 
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⑶ 「ヨーク学生地域活動」（York Student Community Action: 以下 YSCA と略）xxii 

 YSCA は、地域のボランティア活動を通して、学生のスキルの向上を支援することを目的とするプ

ログラムである。このプログラムの運営組織は、1960 年代にボランティア活動を通して大学生活の

付加価値を高めようとした学生によって組織されたスチューデント・ユニオンの一部である。現在

も学生による活動委員会（Student Action Committee）が主体となっている。様々なプログラムに

は、毎年およそ 200 人の学生が参加している。学生は、プロジェクト・コーディネーターや委員、

ミニバスの運転手、あるいは、独自のプロジェクトの企画運営等に挑戦する機会も与えられる。 

YSCA が最近実施しているプロジェクトとして、①年間を通して行われる 13 のプログラムと②休

暇に実施される「地域活動子供の休暇」（Community Action Children’s Holiday）がある。①には、

盲人用の雑誌作りを行う「エボテープ」（Ebotape）、アスペルガー症候群の若者の社会化を図る「ヨ

ーク・アスパイア」（York Aspire）、刑務所で劇のワークショップを行う「プリズン・プロジェクト」

（Prison Project）、身体や学習に障害をもつ児童と野外活動を行う「キーン」（KEEN）、環境問題へ

の意識化を図る「グローバル教育センター」（Global Education Centre）等がある。活動時間は、

プロジェクトによって様々であるが、週１回を基本としているものが多い。この他にも、誰もが気

軽に参加できるプロジェクトとして、学食に地域の老人を招待して開催する「コーヒー・クラブ」

（Coffee Club）や「ティー・クラブ」（Tea Club）がある。一方、②は、不利な環境にある子供た

ちの社会化を目的として実施されるキャンプである。年間を通して約７週間のキャンプが休暇中に

行われる。学生には、児童保護、対応の難しい児童の管理、衛生・安全等の事前研修が施されてい

る。一人の学生が少数の児童を担当するため、人間関係のスキルを中心とする様々なスキルの向上

を図ることができる。 

 YSCA は、学内研修や連携機関による研修機会を提供している。外部機関による研修は、学生地域

活動ネットワーク・カウンシル（Student Community Action Network Council: 以下 SCAN と略）、

英国学生ボランティア活動（Student Volunteering UK: 以下 SVUK と略）及び学生地域活動（Student 

Community Action: 以下 SCA と略）グループによって施される。SCAN は、全国あるいは地域におけ

る SCA のネットワークの拡充と支援を目的とする組織であり学生が運営している。ヨークの属する

北東地方のグループには、リーズ、ニューカッスル、ダーラム、ハル、ブラッドフォードなどの地

域が含まれている。YSCA は、SCA の研修の他に学生の交流を図る機会の提供も行っている。また、

SVUK は、職員が運営する慈善団体であり、SCA への支援と助言、ボランティア体験の普及活動と奨

学金事業等を推進している。 

 

⑷ 「アクティブ・ヨーク」（Active York）xxii 

 「アクティブ・ヨーク」は、ヨーク市と北ヨークシャー地方におけるボランティア活動を推進す

るプログラムである。学生及び大学教職員と地域との関係を高めることを目的としている。プロジ

ェクトは、教育科学省と連携している高等教育財政審議会（Higher Education Funding Council for 

England）による高等教育地域活動資金（Higher Education Active Community Fund）によって運営

されている。管理及び運営は、学生と教職員で構成される委員会が中心となっているが、ヨーク市

カウンシルの教育・レジャー部門の副ディレクター、文化地域振興長、ボランティア・活動サービ

スの代表及びヨーク・セント・ジョン・カレッジによる支援と助言を受けている。 

現在、9,000 人の学生と 2,000 人以上の教職員が登録している。プログラムの例としては、市場

調査の資料作成、共同住宅事業の一環である高齢者用ヘアスタイル写真の作成、ヨーク市カウンシ
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ルにおける環境教育用教材の作成、地域のボランティア機構との協働で行う図書館の在庫情報の評

価及びリサーチに基づく設備の改善と提案、ヨーク市の活性化を図る委員会との協働で行う低所得

層への IT ヘルプ・ディスクの設置などがある。プログラムの中で、学生は自分のアイデアをプレゼ

ンテーションする機会が与えられる。また、独自のプロジェクトの企画を希望する学生には、活動

資金を獲得する機会も提供されている。活動資金の申請書類を作成する過程において、学生は、予

算編成や立案等のスキルを育成することもできる。このような「アクティブ・ヨーク」の活動は、

理論から実践への過程を学生が体験できる機会であるとして多くの学科が高く評価している。 

 

３．「ヨーク賞」プログラムの特徴と問題xxiv 

 

ヨーク大学は、エンプロイヤビリティ向上のための取り組みとして「ヨーク賞」プログラムを中

心に置いている。エンプロイヤビリティの向上は、学内における全体計画の中で設定され「ティー

チングと学習戦略」において具体化されている。「ヨーク賞」プログラムは課外活動の一部として位

置づけられているが、学科の授業ではカバーできないスキルの育成、活動機会の提供、学科で学習

したスキルの向上への機会の提供などにより、全学生の人間的成長を図るプログラムとして重要な

役割が担っている。こうした構想において全学科の連携協力を基本とした取り組みが展開している。 

 「ヨーク賞」プログラムの特徴は、次のようにまとめることができる。第一に、広範囲にわたる

企業や官公庁とのパートナーシップにより、全学生に多様な活動機会を提供していることである。

第二に、「ヨーク賞」は、学科と課外活動の大学における全ての活動を総合的に評価し省察する機会

を提供していることである。第三に、プログラムの多くが無料で提供され、各コースの期間は大学

の勉強とのバランスを配慮した設定となっていることである。他大学と比較して顕著であるのは、

プログラムの種類の多さである。ヨーク大学が学生の自主的な活動を重視し、そこを起点としてエ

ンプロイヤビリティが向上するという認識からプログラムを構想していることが理由の一つでもあ

る。「ヨーク賞」担当者は、プログラムについて「いかに多くの学生をヨーク賞に参加させるのか。

決して強制であってはならない。何か一つのことに自分から興味を持ち、そこから、自信とスキル

を身につけていくことが大事である。プログラムの終了まで、核となるアドバイスは施しても手取

り足取りの援助は決して行わず、学生の自主性に任せる。実社会と同じ環境を与えることで学生が

成長することを期待している。」と、述べている。 

プログラムを終えた多くの学生のプログラムへの評価は高い。例えば、履歴書が雇用主にアピー

ルでき、将来の方向性を決定する際に有効であったことを挙げている。また、プログラムの長所と

して、自分の長所と短所が発見できたこと、雇用主に売り込むスキルの改善に役立ったこと、コー

スの内容と評価のプロセスが良かったことを挙げ、もっと多くの学生が参加することを期待してい

た。2005 年度に実施した卒業生への調査では、希望していた仕事に就くためにとても役立ったこと

を大多数が挙げている。しかし一方で、今、仕事上で特に役立っているとは感じていないとほとん

どが述べている。「ヨーク賞」プログラムは、将来の雇用者に大学での活動を示し、自分をアピール

するのに有効であるが、将来のキャリアの中でその効果がいかに表れてくるのかについては今後の

調査が必要であると捉えられよう。 

プログラムの問題点として、学生のほとんどが、アクション・プランや人間的成長を省察する際

の支援が不十分であったと感じていることが指摘された。「ヨーク賞」担当者もまた、人材と資源不

足から全参加学生一人ひとりに十分な支援ができないことを懸念していた。現時点では、助言やガ
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イダンスを早急に必要とする最終学年の学生を優先的に支援しているが、入学当初からの体系的な

支援や助言、ガイダンス等が必要であるという学生の声も多く、支援に関して学生の期待とのずれ

があるようだ。 

「ヨーク賞」の導入から約６年間が経過して、プログラムへの参加者数は年々増えている。受賞

者は、2000 年度には最終学年の学生のおよそ 1.3％であったが、2005 年度には 11％の学生が受賞し

ている。全体的な割合が小さく、ヨーク大学の雇用率に影響を及ぼしているとは言えないが、かな

り多くの雇用者が「ヨーク賞」受賞者のやる気とスキルを高く評価し、興味を示している。そのた

め、パートナーシップ企業としての参加希望が増えていると言う。また、「ヨーク賞」プログラムは、

最初の高等教育パーソナル・デべロプメント賞としてイギリスで認知されており、多くの高等教育

機関のためのモデルとなっている。そのため、ウォリック大学、バーミンガム大学、エクセター大

学等の多数の機関からの訪問者が多い。 

以上のことから、問題点はいくつか指摘されるが、ヨーク大学の取り組みにおいて、学内・学外

機関との連携協力のもとでエンプロイヤビリティを育成する多様な活動機会を全学生に与えている

点は注目に値するといえよう。社会の変化や学生の多様化に応じ、様々な学習機会を提供していく

ためには、広領域の学外機関との連携が必須であることは言うまでもない。このような土壌の未熟

なわが国にとって、外部機関との連携協力をいかに推進していくのかという点は課題の一つであろ

う。しかし、ヨーク大学の事例は、学生の人間的な成長を図り、労働市場に移行可能なスキルを育

成する教育プログラムを考える場合に示唆を受ける点は少なくないと思われる。 

今後、イギリスの大学の実施状況を詳細に調査し、伝統的な大学とそうでない大学の取り組みの

違い等について明らかにしていきたい。また、プログラム開発及び運営における大学と学外機関と

の関わりを調査研究し、そのメカニズムについても明らかにしていきたい。 
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Abstract 

TUJ （Temple University Japan）,  founded in 1982, is the oldest and largest of the American 
branch campuses in Japan. . The main campus is located in Philadelphia in the U.S. In addition 
to the undergraduate program, TUJ offers graduate programs in law, business, and education, 
an English-language preparation program, continuing education courses; and corporate 
education classes. TUJ follows the same curriculum as the main campus, and students earn the 
same degrees and diplomas at TUJ as students at the main campus 
TUJ has worked hard for many years to acquire the same or equivalent status as that enjoyed 
by so-called gakko hojin （academic juridicial persons） in Japan . Since it is not recognized as 
a gakko hojin, TUJ faces a number of problems: Foreign student visas can be issued for Temple 
students for one year, but not for non-Temple students. TUJ students are not eligible to receive 
student discounts on train passes. Although credits earned at TUJ are identical to credits 
earned at the Temple main campus, the Japanese government still differentiates between the 
two. Donations are taxable income, and donors cannot receive tax credits for their donation. 
TUJ students cannot receive scholarships provided by local governments. Although recognized 
university students aged 20 years or older are not required to pay into the national pension 
plan, TUJ students are.  
TUJ has filed an application in the special zones for structural reform. The first two rounds of 
the request were about the deregulation of the standards for establishment of universities, but 
these were turned down by the government. At the third request, TUJ focused on more specific 
issues. The following ministries: have agreed to adopt measures if the Ministry of Education, 
Culture, Sports, Science and Technology provides a new category: Ministry of Health, Labor 
and Welfare, Ministry of Land Infrastructure and Transport, Ministry of Internal Affairs and 
Communications. In February 2005, the Japanese government designated TUJ as the first 
Foreign Branch Campus. This solves some problems: foreign student visas, student discounts 
on train passes, credit transfer, admission to graduate school, a grace period for payments into 
the national pension plan, and to some extent, scholarships.  Nevertheless, taxation issues 
still remain.  
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はじめに 

 

外国大学の日本校は、地方自治体の誘致等により、1980 年代後半に急増し、その数は約 40 校に

上ったといわれているが、90 年半ばまでにその大多数が撤退している。過去に日本に進出した外国

大学の中で現在も存続しているのは、テンプル大学ジャパン（東京都港区）、レイクランド大学ジャ

パンキャンパス（東京都新宿区）、ボストン大学国際ビジネスマン養成プログラム（兵庫県神戸市）

のみである。外国大学の日本校については、これまでチェンバース＆カミングス⑴などで包括的に

論じられてきた。筆者は、別稿において、これらの外国大学日本校が撤退を余儀なくされた理由、

一方において、テンプル大学ジャパンが 20 年以上にわたって日本で存続してきた理由などについて

考察を試みた⑵。 

テンプル大学ジャパンは、日本における生存競争、淘汰をくぐりぬけた数少ない外国大学ではあ

るが、その法的地位は、日本の大学設置基準に従って認定を受けた正規の高等教育機関ではないた

めに、このことに由来するさまざまな困難に直面してきたという。本稿においては、同大学が、日

本における新たな生存戦略の一環として試みた「構造改革特別区」の「教育特区」への提案のプロ

セス、それにたいする政府（文部科学省）の対応措置を分析しながら、今後のわが国における外国

大学日本校の定着、発展の可能性をさぐる。 

 

１．テンプル大学ジャパンの概要 

 

テンプル大学ジャパン（Temple University Japan：TUJ）は、アメリカ・ペンシルベニア州立の

テンプル大学の日本校である。1982 年に設立され、日本にある外国の大学としては最も古い歴史を

持ち、最大の規模を誇っている。 

TUJ のホームページによると、この学校の主な使命として、日本の将来における国際的指導者を

育成すること、日本とアメリカとの関係を強化すること、日本に対する外国の理解を深めること、

日本の教育制度の発展に寄与すること、などを挙げている⑶。 

学部課程の教育課程としては、アジア研究学科、アメリカ研究学科、コミュニケーション学科、

政治学科などがある。さらに、近年では、国際関係学科、心理研究学科、アート学科、観光ビジネ

ス学科が新設された。大学院課程には英語教育の専門家を育成する TESOL（Teaching English to 

Speakers of Other Languages）のコース、企業のエグゼクティブのための MBA（Master of Business 

Administration）プログラム、ロースクールが設置されている。また、生涯教育プログラム、企業

内教育プログラムなどと共に大学附属の英語研修コースも開かれている。 

学部課程に入学する学生は、大学附属英語研修課程卒業生、海外の大学・短大からの編入生が約

半数を占めている。残りの半数は、アメリカ本校からの編入生、海外の高校卒業生、日本の大学・

短大からの編入生、インターナショナル・スクール卒業生、日本の高校卒業後直ちに入学した者な

ど多様なバックグラウンドを持っている。2002 年度、各プログラムの在籍者数は、学部課程 420 名、

大学院修士課程 310 名、博士課程 70 名、生涯教育プログラム 500 名、大学付属英語研修課程 180

名、企業内教育プログラム 220 名で、合計 1,700 名であった⑷。常時 30 カ国を超える国籍をもつ学

生が在籍している。卒業生の多くは、金融、ハイテク、旅行、航空、マスコミなどの業界を中心に

外資系企業に就職している。毎年、アメリカの本校から約 60 人の学生が TUJ に来て、ここで１学期

間あるいは１年間、勉強する。 
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TUJ の特徴として、次のようなものがあげられる⑸。第一に、授業内容、単位、学位などがアメリ

カの本校と同一であり、日本人以外の学生も受講が可能である。第二に、留学の時期、期間などは

学生が自由に決めることができる。例えば、日本を離れずに全ての課程を TUJ で修了する場合、TUJ

で数学期または数年を過ごしてからアメリカの本校に留学して本校でそのまま卒業し学位を取る場

合、TUJ に在籍後に本校で必要な単位を取得し TUJ に再度戻り学位を取る場合、TUJ で取得した単位

をもってアメリカの別の大学に編入する場合など、選択肢は多様である。第三には、社会人を取り

込める大学院をもち、社会のニーズに即したコースを提供することができる。第四に、アメリカの

本校が、国際教育に対する強いコミットメントを持ち、ローマ校を運営するなど、海外で事業を展

開する経験を積んできたことが大きい。第五に、アメリカ本校の規模が大きく、本校が TUJ を重要

な海外拠点として位置づけており、安定した財政支援を受けられる。 

 

２．テンプル大学ジャパンが直面してきた問題 

 

 TUJ は、日本における学校法人の資格を獲得せず、また、大学設置基準に従って、わが国の正規

の高等教育機関としての認定を受けていないために、その事業活動を展開するにあたって、次のよ

うな深刻な問題に直面してきたという。 

⑴ 外国籍学生に対するビザ 

「留学」の在留資格は、「本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校におい

て教育を受ける活動」と定められており、TUJ は文部科学省の認可を受けていないため、「本邦の

大学」とみなされず、外国人学生を「留学」の在留資格で受け入れることができない。 

⑵ 通学定期の割引  

TUJ の学生には JR や地下鉄等の通学定期で学生割引を受ける資格がないため、学生にとって大

きな経済的負担となっている。 

⑶ 消費税 

TUJ の学費には消費税がかかる。消費税が導入された当初、TUJ では消費税を学生に負担させる

のは適切ではないと判断し、TUJ が学生の代わって支払うことを決定した。これは、TUJ の財務状

況に負担となる。 

⑷ 法人税、不動産取得税などの納税義務 

TUJ は学校法人でないため、営利団体としての活動を強いられている。したがって利益を計上

した場合には法人税、キャンパスとして土地または建物を購入する場合は不動産取得税、その他

にも固定資産税、都市計画税、事業所税などの納税義務が発生する。 

⑸ 指定寄付金制度 

TUJ は学校法人でないため、指定寄付金制度が適用されない。したがって、卒業生や企業から

寄付金を受けた場合、利益として計上され課税対象となる。また、寄付行為を行う側も、寄付金

控除の対象とならない。このことは、大学が資金調達をする上で大きな障害となる。 

⑹ 租税条約 

日本が締結したほとんどすべての租税条約には、教授等の免税が規定されている。これは、教

育、文化、学術交流の促進のために、大学等の教育機関において、教育または研究を行うため、

相手国を訪れる教授、教員が受け取る報酬について、一定期間、相手国での課税を免除するもの

だが、TUJ は学校法人として認可されていないため、この適用が受けられない。したがって、フ
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ィラデルフィア本校以外のその他の各国から招聘する教授は非居住者の扱いとして、20％の源泉

所得税を支払うか、または居住者として源泉されることになり、さらに住民税等の支払いが生じ

る。 

⑺ 20 歳以上の学生に適用される国民年金支払い猶予 

外国大学日本校は大学と認められていないため、20 歳以上の学生に対する国民年金支払い猶予

の適用がない。日本の大学になるためには、大学設置基準および学校法人設立の条件を満たして

いなければならない。しかし、外国大学の日本校が日本の大学として諸基準を適用し認可される

ことは、外国大学がその措置をそのまま生かし運営していくことを困難にし、実情に即していな

い。 

⑻ 勤労学生の所得税控除 

通常年間所得 65 万円以下の勤労学生は所得税控除の対象となるが、TUJ の学生はその対象とな

らない。 

⑼ 地方自治体から付与される奨学金 

地方自治体から付与される奨学金は文部科学省認可の大学の学生が対象のため、TUJ の学生は

その対象とならない。 

 

こうした不利な状況に対処するために、TUJ は、長年、日本政府、文部省、高等教育関連団体等

への陳情やロビー活動を展開してきたという。しかしながら、学校法人格の取得、大学設置基準の

充足という制度的なハードルは高く、こうした問題の解決がほとんど進展することはなかった。こ

うするうちに、TUJ にとって、こうした隘路を克服することにつながる可能性をひめた、きわめて

魅力的な機会が日本政府から提供されることになった。それは、小泉内閣の規制緩和政策の一環と

して 2002 年に提起した「構造改革特区」のイニシアティブであった。構造改革特区は、地方公共団

体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域を

設け、その地域での構造改革を進めていこうというものである。この特区の中には、周知のように

「教育特区」というカテゴリーも含まれている。教育特区の指定を受ければ、その地域では、国の

定めるさまざまな国家基準や法令規範に拘束されずに、かなり独自の教育活動を展開できるとされ

た。教育分野での提案は、初等・中等教育分野での提案は多いが、高等教育分野での提案は少ない。

また、地方自治体の提案が多く、特区として認められるのも地方自治体からの提案が多い。TUJ は、

さっそく、この「構造改革特区」への提案による、法的地位の改善の試みに乗り出すことになる。 

 

３．第１回、第２回構造改革特区提案 

 

TUJ は、2003 年６月、構造改革特区に国際高等教育特区として１回目の提案を行った。１回目の

提案が構造改革特区の第３次提案にあたる。前年には第１次、第２次特区提案の募集が行われたが、

提案する時期を見ていたようである。TUJ は、まず、次の 12 項目の提案を行った。 

 

① 大学設置基準の緩和（海外の大学に係る設置認可の要件の緩和） 

② 大学設置基準の緩和（校地の自己所有の要件の撤廃） 

③ 大学設置基準の緩和（校舎の面積基準の引き下げ） 

④ 大学設置基準の緩和（運動場の必置規制の撤廃） 
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⑤ 大学設置基準の緩和（体育館の必置規制の撤廃） 

⑥ 大学設置基準の緩和（校舎の敷地に係る規制の緩和） 

⑦ 大学設置基準の緩和（施設・設備の自己所有に係る規制の緩和） 

⑧ 大学設置基準の緩和（必置専任教員の下限の引き下げ） 

⑨ 大学の収容定員の認可申請における特例 

⑩ 大学の学部・学科の設置認可申請における特例 

⑪ 大学間における単位互換制度の拡充 

⑫ 大学の在学年数及び卒業単位の緩和 

 

 措置の分類としてＡ～Ｅの分類も、回答とともに出された。Ａ：特区として対応 Ｂ：全国的に

対応 Ｃ：特区として対応不可 Ｄ-1：現行の規定により対応可能 Ｄ-2：特区の特例により対応

可能 Ｅ：事実誤認。Ａのみが特区として認定されたことを示している。特区推進室からの回答は

次のとおりであった。 

 

① 大学の設置認可は、学校教育法・大学設置基準等の法令により定められた大学としての要件

を満たすことを確認した上で大学としての地位を付与するものであり、大学としての要件を

満たさないものについて大学又は大学に準ずるものと認めることはできない。（措置の分類Ｃ） 

② 校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置事業において、対応可能である。（措置の分類

Ｄ-2） 

③ 学生が充実した学習を行うことができるためには、収容定員の規模に応じて必要な教員組織、

校地、校舎等の施設、設備が確保されている必要があり一定の校舎面積を確保することが必

要であるが、校舎等の整備については、１．段階的な整備、２．自己所有要件の緩和、３．教

室の天井の高さ制限の緩和など様々な措置が認められている。このため、例えば、特区とし

て提案する自治体等から施設を借用するなどして上記の措置を組み合わせて活用すれば十分

な面積を整備することは可能であり、必要に応じて周知したい。（措置の分類Ｄ-1） 

④ 運動場については、定量的な定めはなく、実情に応じて弾力的な運用が可能となっていると

ころであるとともに、運動場も含め構造改革特区においては、やむを得ない事由がある場合

には、現行の基準（学生１人当たり 10 ㎡）を下回る、更なる緩和を行っているところである。

（措置の分類Ｄ-1） 

⑤ 体育館については、原則として必要なものではあるが、定量的な定めはなく、実情に応じて

弾力的な運用が可能となっているとともに、特段の事情がある場合には必ずしも備えなくて

もよいものとして運用しているため対応可能である。（措置の分類Ｄ-1） 

⑥ 敷地の空地については、必要なものではあるが、定量的な定めはなく、実情に応じて弾力的

な運用が可能となっているところであり、かつ構造改革特区においては一人当たり 10 平米と

いった空き地をも含めた校地面積につき、更なる緩和を行っているところであるため対応可

能である。（措置の分類Ｄ-1） 

⑦ 校地・校舎の自己所有を要しない大学等設置事業において、対応可能である。（措置の分類

Ｄ-2） 

⑧ 我が国の大学として設置認可を受けるのであれば、我が国の法令に則る必要がある。なお、

専任教員数については、学生が充実した学習を行うことができるために、収容定員の規模に
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応じて必要な教員組織、校地、校舎等の施設、設備が確保されている必要があり、一定の専

任教員を確保することが必要だと考える。（措置の分類Ｃ） 

⑨ 平成 15 年度から、大学内における収容定員の移動は届出制となっている。（措置の分類Ｄ-1） 

⑩ 大学として全く新たな学問分野の学部・学科を設置する場合、質保証・学生保護等の観点か

ら認可が必要である。（措置の分類Ｃ） 

⑪ 大学への編入学又は転学についてのものであり、単位互換に関するものではないが、編入学

又は転学等については、大学設置基準第 30 条第３項において「編入学又は転学等の場合を除

き、60 単位を超えないものとする」としており、特に単位数について制限はなく、受け入れ

る大学の判断によるものとなるため、対応可能である。（措置の分類Ｄ-1） 

⑫ ４年間のカリキュラムを基本としつつ、優秀な成績で所要の単位を修得した者については、

３年で卒業できるものであり、対応可能である。なお、単位については、学習時間との関連

で計算上の幅が認められているため、運用の工夫によっては、貴校の計算方法により 123 単

位とされる学習量も法令上の計算方法により 124 単位以上として換算することが可能と考え

られる。（措置の分類Ｄ-1） 

 

１回目の提案に対して出された回答は、措置の分類「Ｃ：特区として対応不可」「Ｄ-1：現行の規

定により対応可能」「Ｄ-2：特区の特例により対応可能」のいずれかであった。文部科学省と TUJ

の問題点に対する解釈の違いもあり、結果的には TUJ にとって否定的なものであった。理由は様々

であるが、複数に共通するものとして、学生保護・質保証の立場から、大学設置基準の緩和は認め

られないというものであった。大学設置基準の緩和については、他にも、株式会社東京リーガルマ

インド、株式会社学育舎、東京都墨田区、鹿児島県名瀬市が提案を行ったが、同様の理由でいずれ

も否定的な回答であった。 

 

こうした全面的に否定的な回答を受けて、半年後、２回目にあたる第４次提案を行う。２回目の

提案では、自分たちの意図を明確に説明するため、「具体的事業の実施内容」を加えている。７つの

提案のうち、①～⑤は再提案である。 

 

① 大学設置の認可基準およびその他の認可事項における特例（再提案） 

② 「大学設置基準」における「運動場」に関する要件の緩和（再提案） 

③ 大学の学部・学科の設置認可申請における特例（再提案） 

④ 大学の収容定員の認可申請における特例（再提案） 

⑤ 「大学設置基準」における「卒業時の要件（在学年数）の緩和」（再提案） 

⑥ 大学の設置認可に関する申請日の延期 

⑦ 本国の認定協会等から認定を受けた海外の大学を「本邦の大学」に準ずるものとみなすこと

の容認 

 

TUJ が具体的に行う事業の実施内容 

① この特例が認められることにより、第４条の認可項目についても特例とし、運営形態やカリ

キュラムの内容は従来どおりに、補助金の給付を除く通学定期の学生割引、学生ビザの適用

など、学校教育法一章の第一条にある大学が受ける特典を与えるものとする。これにより、



外国大学日本校の将来展望 

 183

日本の大学とより近い立場での運営が可能となり、学生募集力の強化、カリキュラム・施設

等の拡充が実現する。さらに国際高等教育機関として、港区の国際教育の中心的役割を果た

し、地域の国際化と経済活性化を促す。具体的には、地域住民への学費割引、優秀な教授陣

や外国人学生の企業、教育機関への派遣、社会人のためのスキルアップ教育の充実、テンプ

ル教育センタービルの建設などがあげられる。 

② 「運動場」を設けずとも、都市部にその所在地を置き、社会人を含むさまざまなバックグラ

ンド、国籍を持つ学生に対して、通学に便利なキャンパスの提供を可能にし、都市に集まる

優秀な教授陣の採用や外資系企業へのインターンシップなどを含むあらゆるリソースへのア

クセスを容易にして、質の高い国際教育を提供することが可能である。 

③ テンプル大学ジャパン（TUJ）では、経営学部（会計科、国際経営科、マーケティング科など）、

観光ビジネス学部（スポーツ・レクリエーション、観光サービスなど）を含むいくつかの新

学部・学科の導入を検討しており、数年の内に設置を予定している。これにより、国際社会

での活躍を望む学生へのニーズを充実させることができると同時に、地域での産学連携、国

際企業へのインターン派遣、優秀な人材の提供など、時代が求める地域への多大な貢献が期

待できる。 

④ 社会のニーズに対応したタイムリーな収容定員全体の増加が可能になる。 

⑤ 規定の卒業単位を取得し、卒業要件を満たしている場合、在学年数が３年未満であっても卒

業を認める。これにより、大学の夏休み期間に実施される夏学期を利用して履修する優秀な

学生に対し、短期間でも卒業が可能という選択肢を与えることが可能となる。また、大学は

必要単位を取得次第卒業が可能な、米国大学の特徴を生かした運営を維持することができる。

大学は個性重視により多様化を進める必要があり、個人の能力に応じた上記のような柔軟な

システム導入はそのひとつと考える。 

⑥ 第３次および第４次の提案事項が 2004 年度２月に認定されれば、同年 10 月に大学設置の申

請を行い、翌 2005 年から実施する。 

⑦ 現在、外国人学生は、文化活動ビザにより米国に１年以上滞在し本校経由で来日の場合のみ、

短期間 TUJ に在籍することが許されるが、特例が認められれば日本において国際教育を求め

る各国からの学生を直接受け入れることが可能になる。また、現在短期間の滞在しか許され

ない学生も、希望の期間、例えば卒業まで日本キャンパスでの在籍が可能となる。外国人学

生の受け入れは、大学にとってキャンパスの国際化そして教育内容の充実という観点におい

て重要であると同時に、地域にとってもその国際化と経済活性化に直結するものである。（措

置の分類Ｃ） 

 

回答は次のとおりであった。 

 

① 第３次提案①の回答に同じ（措置の分類Ｃ） 

② 大学設置基準における運動場に関する要件については、構造改革特区第３次要望への対応に

おいて、「運動場については、特段の事情があり教育研究に支障が無いと認められる場合に

は、運動場・体育館等の借用により適切な運動スペースを確保すれば足りるものとするなど

大学設置基準における運動場に係る要件を弾力化する。」こととされており、特区において

の対応が決定されているところ。（措置の分類Ｄ-2） 
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③ 第３次提案⑩の回答に同じ（措置の分類Ｃ） 

④ 第３次提案⑨の回答に同じ（措置の分類Ｃ） 

⑤ 我が国の大学として認可する以上、我が国の制度に則ることが必要である。我が国の学校教

育法制度上、大学を卒業するに当たっては、体系的に編成された教育課程で 124 単位以上の

単位を取得することが必要とされており、これは３年未満の在学ではできないものと考えて

いる。（措置の分類Ｃ） 

⑥ 本年度は特区制度初年度でもあり、法令整備等を勘案して、本年度に限り申請の時期を特別

に 10 月末に延長したものである。来年度については、規則に基づいた審査手続によるものと

し、特例を設けることは考えていない。（措置の分類Ｃ） 

⑦ 大学の設置認可は、学校教育法・大学設置基準等の法令により定められた大学としての要件

を満たすことを確認した上で大学としての地位を付与するものであり、大学としての要件を

満たさないものについて大学又は大学に準ずるものと認めることはできない。なお、外国の

大学の日本分校の取り扱いについては、現在、「国際的な大学の質保証に関する調査研究協

力者会議」で検討中である。 

 

（法務省からの回答）本邦の大学と同等の教育水準にあると認められる客観的な指標がない現状

においては，このような措置を講ずることは困難である。なお，大学に準ずる機関と言うためには，

学校教育法に定める大学院への入学資格を認められていることが必要である。（措置の分類Ｃ） 

 

第４次提案に対して出された回答は、措置の分類「Ｃ：特区として対応不可」「Ｄ-2：特区の特例

により対応不可」であり、第３次提案同様、全項目にわたり否定的な回答であった。第３次、第４

次提案は、外国大学としての特徴を生かしたまま日本の大学となることにより、第２節で挙げた問

題を解決しようとするものであった。しかし、詳しい説明を盛り込んだにもかかわらず、大学設置

基準の緩和の実現には至らなかった。 

 

４．外国大学の日本校の指定に向けて 

 

2004 年６月に締め切られた第５次構造改革特区提案では、これまでの２回とはまったく提案の様

式が違っている。大学設置基準の提案はまったく出てこない。各省庁からの詳しい回答を聞きたい

という趣旨の提案を行っている。回答は複数の担当省庁から出された。「外国大学の日本分校」とい

う呼び方からも、日本の大学として認められるのではなく、日本の大学とは別の分類を用いること

で提案を行った。提案項目は次の 10 項目である。 

 

① 外国大学の日本分校の認定とそれに伴う外国人学生に対する留学在留資格の特例 

② 外国大学の日本分校の認定とそれに伴う通学定期の学生割引適用に関する告知 

③ 外国大学の日本分校の認定とそれに伴う学費などに課税される消費税免除の特例 

④ 外国大学の日本分校の認定とそれに伴う法人税、不動産取得税、都市計画税、住民税、事業

所税などの特例 

⑤ 外国大学の日本分校の認定とそれに伴う指定寄付金制度の特例 

⑥ 外国大学の日本分校の認定とそれに伴う租税条約に基づく教授など受け入れに関する免税の
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特例 

⑦ 外国大学の日本分校の認定とそれに伴う外国大学の日本分校の認定とそれに伴う大学・大学

院への入学資格や編入学の制度化の特例 

⑧ 外国大学の日本分校の認定とそれに伴う地方自治体から付与される奨学金の獲得資格の特例 

⑨ 外国大学の日本分校の認定とそれに伴う 20 歳以上の学生に対する国民年金支払い猶予の適

用に関する特例 

⑩ 外国大学の日本分校の認定とそれに伴う勤労学生の所得税控除における特例 

 

各省庁からの回答は次のとおりである。 

①～⑩（文部科学省からの回答）外国大学日本校の教育制度上の位置づけについては、「国際的

な大学の質保証に関する調査研究協力者会議」（文部科学省高等教育局長裁定）で検討され、2004

年３月 29 日に「審議のまとめ」が提出された。「審議のまとめ」においては、外国大学の日本分校

が当該外国の大学の正規の課程であることなど一定の要件を満たすことが確認できれば、我が国の

教育制度と接続（大学院入学資格、単位互換等）するための新たな制度的措置を講ずるべきと提言

されているところであり⑹、文部科学省としても、基本的にこの提言に沿って所要の措置をとるこ

ととしている。具体的な制度については、今後、中央教育審議会での審議を経て措置する予定であ

る。（措置の分類Ｂ-1、ただし、⑧についてはＢ-1 だが、奨学金関連はＣ） 

①（法務省からの回答）文部科学省において、外国大学の日本の分校の学生について、当該学校

を「大学に準ずる機関」に相当するものとして学校教育法に定める大学院への入学資格を認め

るという判断がなされるのであれば、当該学生に対し在留資格「留学」を与えることは可能で

ある。（措置の分類Ｃ） 

②（国土交通省からの回答）文部科学省における外国大学の日本分校の学校教育制度上の位置づ

けに係る対応を踏まえた上で、当該対応について鉄道事業者に周知する等適切な対応を図って

いく。（措置の分類Ｂ-1、Ｅ） 

③、④、⑤、⑥、⑩（財務省からの回答）構造改革特区推進のための基本方針において「従来

型の財政措置を講じない」とされているところであり、当該要望は税制上の措置にあたるため、

検討要請事項の対象とはなり得ない。（措置の分類Ｃ） 

③（総務省からの回答）単に税の減免や特例措置を求めるものである。（措置の分類Ｅ） 

⑨（厚生労働省からの回答）外国大学の日本校を年金制度上の学生納付特例が適用される教育施

設の対象とすることについては、教育施設としての学校教育法等その他の法規における位置づ

けや、卒業により取得できる資格等と無関係に検討できるものではないため、学校教育法等に

基づいて相応の措置が講じられる場合には、必要な措置を講じたいと考えている。（措置の分類

Ｃ） 

 

３回目の提案内容は、実質的な措置を求めたもので、前回、前々回と比べてまったく違う戦略で

臨んだ。その結果、文部科学省からの回答は前向きなものであった。他省庁の回答は、文部科学省

が何らかの形で外国大学日本分校を認めれば、それに応じた措置を取るという受け入れ姿勢を示す

ものであった。ただし、財務省は、「税制上の措置にあたるため、検討要請事項の対象となり得な

い。まずは文部科学省において、当該日本分校を学校教育法上どのように位置づけるかを検討し、

結論を得ることが先決であるとした。こうした中で当該日本分校の運営主体である有限会社を公益
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法人等（学校法人）と課税上同列の取扱いとすることは、現行の法人税体系からはなり得ない」と

いう厳しい回答であった。この結果、①～⑩のうち、財務省が所管する③、④、⑤、⑥、⑩を除く

５項目については、文部科学省が後に外国大学日本校の指定制度を設けることによって実現される

こととなる。 

 

おわりに 

 

2005 年２月 14 日、TUJ は、文部科学省より「外国大学の日本校」の第一号として正式に指定され

た。これを受けて、留学ビザの在留資格申請が可能となり、鉄道の学生割引制度の適用も受けられ

るようになった。また、TUJ の学生の日本の大学院への入学、日本の大学との単位互換などが、認

められることになった。さらに、国民年金の支払い猶予も認められ、奨学金問題も完全ではないな

がら一定の解決をみた。長年の懸案事項が認められるという意味において TUJ にとって大きな前進

であった。しかしながら、財政の壁は予想以上に厚く、税制問題はかなり厳しい回答であった。そ

こで、TUJ は、次の手段として、在日米国商工会議所（ACCJ）と共同で、内閣府市場開放問題苦情

処理対策室（OTO 室）に対し申し立てを行い、2005 年２月 14 日の会議では、外国大学の日本校に対

する税制優遇措置の適用が議題に挙がった⑺。2005 年３月 18 日に行われた市場開放問題苦情処理推

進会議では、外国大学の税制優遇措置について、文部科学省が次のような対応を取ることが検討結

果として出された。「文部科学大臣の指定を受けた外国大学の日本校が、日本の大学に準じた税制優

遇措置を受けることについて、現行制度との関係を整理しつつ、新たな仕組みの創設の必要性を含

め、速やかに検討し、結論を得るべきである⑻。」だが、こうした働きかけが財務省を動かすかどう

かは今のところ不明である。この問題が解決されないかぎり、日本校の地位の安定にはつながらな

い。レイクランド大学ジャパンキャンパスとカーネギーメロン大学日本校（兵庫県神戸市）も、2005

年 12 月 15 日に外国大学日本校の指定を受けた。今後、TUJ が望む方向で税制問題が解決されるな

らば、外国大学の日本校の経営状況は改善されるであろう。 
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アメリカ合衆国におけるイマージョン教育 
─２言語併用教育の可能性を考える─ 

Immersion Education in the USA 

A study on the prospect of bilingual education 
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Abstract  

This paper presents an overview of immersion education in the USA and a Japanese immersion 
program. In addition, it discusses potential benefits of immersion education toward creating a 
multicultural society in Japan.  
Immersion language education involves bilingual education, in which subjects such as Math are 
taught in the target language. The goals of immersion programs include functional proficiency 
in the target language, mastery of subject material, cross-cultural understanding, and 
grade-level competence in English language arts (Curtain & Pesola, 1994).  
While the most common target language is Spanish, several Japanese immersion programs are 
being conducted across the USA. Japanese teachers in one of the programs where the interview 
was taking place found that their students are more likely to acquire both Japanese and 
English language skills while increasing cross-cultural understanding. These students are also 
more interested in Japanese culture. Some students even develop more self-esteem. On the 
other hand, teachers have difficulty maintaining the program because of the lack of study 
materials appropriate for immersion students, among other reasons. 
Japanese is a minority language in the USA. There is significance to having a minority 
language in a public school as the target language of an immersion program: to cultivate 
tolerance toward people from different backgrounds. Furthermore, it will help to gain minority 
language recognition among majority language speakers.  
This paper suggests that two-way immersion programs would be suitable for Japanese society, 
where the number of children from minority language groups who either lack or have only 
limited proficiency in Japanese has increased. The two-way program is for both minority 
language speakers and majority language speakers. It aims for bilingualism in both language 
groups, academic success and development of positive relations among students from different 
backgrounds. Although it is challenging to plan and execute an immersion program, it will 
become a means to emphasize diversity in Japan. 
 

 

 

                             
∗ 研究協力者 

【研究ノート】       国立教育政策研究所紀要 第 135 集 



 

 190

１．はじめに 

 

 現代は人々が国の境を超えて移動をする流動的な社会といわれる。日本もその流れと無縁ではな

い。労働者として、国際結婚によって、または学生として日本に住む外国人が増加することで、単

一言語、単一文化の社会から、多言語多文化の社会への過渡期にある。多言語多文化の社会とは、

日本語ではない言語を話す人、日本文化と異なる文化や習慣を持つ人が共に生きる社会である（岡

崎 2004）。そのような社会にあって、日本人も日本を出自としない人もより良く生きていくために

は、自分と異なる言語や文化背景、価値観を持つ多様な他者と共に生きる力が必要であり、そのよ

うな力を育成する教育が火急の課題として望まれている。では、どのような教育が、自分と異なる

他者の理解、寛容の態度を育て、多様な他者と生きる知恵を育てることができるだろうか。このよ

うな問題意識から、本稿ではアメリカ合衆国（以下アメリカ）で広まるバイリンガル教育の 1 つで

あるイマージョン教育に着目する。その教育のあり方が、子どもの他者への理解、寛容の態度の育

成に及ぼす可能性について検討を行う。 

本稿では、まずイマージョン教育がどのような特徴を持つ教育かを述べる。次にカナダで始めら

れたイマージョン教育が、アメリカの教育機会平等の目的に合致し、公立学校のプログラムとして

採用されていること、移民の子どもたちの増加に伴い、双方向性イマージョンプログラムという独

自のタイプが生まれたことを述べる。さらに現在アメリカで行われている日本語のイマージョンプ

ログラムについて言及し、イマージョン教育の利点といわれる異文化受容姿勢がどのように実現し

ているかを述べる。そして学習機会が少ない少数派言語がイマージョンプログラム1の言語として取

り上げられる意義を検討する。最後に日本においてイマージョン教育がどのような役割を持ちえる

か、その可能性について私見を述べたい。 

 

２．イマージョン教育とはどのような教育か 

 

⑴ イマージョン教育の理念と目的 

イマージョン教育は、1965 年にカナダで始まった初中等教育における外国語教育法で、母語と目

標言語の両方を伸ばそうという加算的バイリンガリズムをめざす。その教育実践は、目標言語（イ

マージョンランゲージ）を学習の道具として教科を学ぶことで、母語、学力の発達を妨げることな

く高度の第二言語能力を身につけさせようとするものである（Genesee 1987; Johnson & Swain 1996）。

一般的に外国語を学ぶときはそれ自体を教科科目として学習するが、イマージョン教育では、外国

語の習得を教科学習の前提とせず、教科学習と外国語の習得が同時に起こることを前提に行われる

（中島、1998）。具体的には目標言語で算数や理科などの教科の授業を行い人工的に外国語環境を作

る。その外国語環境に幼い頃から子どもたちを浸し（immerse）、教科学習と外国語習得を促すもの

である。 

イマージョン教育の目的には、１．第２言語能力（目標言語）の習得 ２．地域学区の規定する教

科学習の達成 ３．異文化受容姿勢の育成 ４．母語の発達の４つがあげられる（Curtain & Pesola 

1988; Genesee 1987）。 

                             

1 本稿ではイマージョン教育の理念をカリキュラムに取り入れ実践している学校を、イマージョンプログラムと呼ぶ。 

 



アメリカ合衆国におけるイマージョン教育 

 191

⑵ イマージョンプログラムの原則 

イマージョン教育を取り入れ実践しているプログラムでも、その形態や対象言語、目標言語に浸

す長さ、学習内容などは個々の学校がそれぞれのニーズに従い決定する。バリエーションはさまざ

まであるがイマージョンプログラムと呼べる特徴は、Swain＆Johnson（1997）により以下の８つが

提示されている。 

 １）目標言語で教科学習を学ぶ 

 ２）学習内容は、地域の教育カリキュラムに準ずる 

 ３）加算的バイリンガリズムをめざす 

 ４）子どもの母語使用を認める 

 ５）目標言語との接触は学校の中だけである 

 ６）入学時の子どもの目標言語の到達レベルはほぼ同等である 

 ７）教師は目標言語と子どもの主要言語双方を習熟している 

 ８）教室環境は、地域の学校文化に準ずる     （Johnson & Swain 1997: p6-8 筆者訳） 

 

第１の特徴として、目標言語で教科学習を学ぶことが挙げられる。イマージョン教育は外国語習

得を学習の前提とせず目標言語を使って教科学習を行い、教科学習の達成と外国語習得のふたつを

めざすものであることはすでに述べた。そのため目標言語で教科学習の全部、または一部を学ぶこ

とは必須である。第２に、学習内容は地域の教育システムによって規定されたカリキュラムに準ず

る。日本語イマージョンプログラムなら、日本語で教科学習を勉強するが、学習内容は日本の学習

要項ではなく、プログラムが所在する各州のカリキュラムに沿ったものとなる。学ぶための言葉は

違っても学習内容はその地域の英語モノリンガル環境で学ぶ子どもたちと同じである。第３に、加

算的バイリンガリズム、つまり子どもの母語も目標言語も双方を価値あるものとして尊重する。一

般のアメリカ公立学校では、例えば日本人の子どもが日本語の力があるということは主流言語母語

話者の子どもにとって重要ではなく、英語がいかにできるかが成功を左右する。英語以外の言語は

価値あるものとは見なされない。日本語イマージョンプログラムでは、主流言語母語話者の子ども

にとっても日本語習得は目標の一つである。よって主要言語の英語だけでなく、日本語も具体的に

意味があるもの、価値があるものとして認識される。第４としては、目標言語の授業中でも子ども

たちに目標言語の使用を強制せず、母語で話せる状態にすることが挙げられる。第５は、子どもた

ちが目標言語と接触するのは、学校のみとなる。すなわちひとたび学校を出れば母語の世界であり、

地域社会や家庭で子どもたちは母語へのアクセスがある。第６は、ほぼ全員が入学時に初めて目標

言語に触れる。入学の時点でアルファベットを覚えている子どもと、そうでない子どもがいる等の

学習上の差はない。つまり学習のスタート地点が同じである。第７として、教師は目標言語と子ど

もの母語（英語）双方に十分習熟していることがある。最後に、教室文化環境は地域の学校文化に

準ずるものとする。 

子どもはほぼ初めて目標言語に触れる。教師は目標言語でクラス活動を進める。子どもは言いた

いことや質問があれば母語である英語で発話し、答えを得ることができる。イマージョンプログラ

ムは、人為的に設定された外国語環境において、母語使用の自由を持ち、教科学習が行われるプロ

グラムと言える。 
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⑶ イマージョンプログラムのタイプ 

 イマージョンプログラムは、種類、入学年齢、目標言語との接触時間によって、さまざまなプロ

グラムが設定される。プログラムの種類は One-way（Foreign Language） Immersion Program と双

方向性イマージョン、Two-way（Dual/Bilingual） Immersion Program の２つに分けられる。One way 

immersion は入学年齢の違いでおよそ３つに分類される。さらに、目標言語に接触する割合により、

その学校独自のカリキュラムを作られている。 

 

①一方向性イマージョン：One-Way（Foreign Language） Immersion Program 

 One-Way（Foreign Language） Immersion Program は、カナダで始められたプログラムである。

子どもたち全員にとって目標言語は初めて触れる外国語で、同時に言語学習を始める。参加年齢に

より、Early Immersion、Mid Immersion, Late Immersion に分けられる。目標言語に接触する割合

によりさらに種類が分かれる。最初の数年間は目標言語のみで学ぶ Total/Full Immersion と、入学

時から母語の授業も行う、Partial Immersion である。アメリカにある日本語イマージョンプログ

ラムは、One-way の Early Partial Immersion の形態をとっている。 

 

表２－１ 入学年齢 

    タイプ 参加する時期 

 Early Immersion 

 Mid Immersion 

 Late  Immersion 

幼稚園年長（５歳）または小学１年生（６歳）に開始  

小学２,３年生（７、８歳）から開始        

小学５,５年生（９、10 歳）から開始      

 

 

表２－２ 目標言語への接触時間 

   タイプ 目標言語に浸される時間  

Total/Full Immersion 

 

Partial Immersion 

 

幼稚園年長から２、３年生まで教科学習の 100％が目標言語 

その後、英語が導入される 

幼稚園年長から小学卒業まで 

教科学習の 50－80％が目標言語 

全ての学年で英語の時間がある 

（プログラムにより目標言語との接触時間の割合は異なる） 

           

②双方向性イマージョン：Two-Way （Dual/Bilingual） Immersion Program 

 Two-Way （Dual/Bilingual） Immersion Program は、アメリカで発達したプログラムで、主流言

語（例：英語）を母語とする子どもと目標言語（例：スペイン語）を母語とする子どもが約 50％ず

つの割合で参加し、それぞれが互いをリソースとして互いの言語を学びあうことを主眼とする。授

業時間は 50％ずつ目標言語と主流言語で行われている（中島 1998; Genesee 1987）。 
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３．アメリカにおけるイマージョン教育の発展  

 

「今まででもっとも成功した外国語教育（Stern 1977）」（Bernhard 1993;中島 1998）と言われる

イマージョン教育は、1970 年代にアメリカの公立学校教育にも導入され、アメリカ社会のニーズに

合わせて独自の発展を遂げた。Genesee（1987）はアメリカにおけるイマージョンプログラムには、

プログラムが設定される目的によって以下の３つがあると述べている。 

 １）より豊かな学校教育をめざすイマージョンプログラム 

 ２）人種比率の適正化のためのマグネットスクールとしてのイマージョンプログラム 

 ３）少数派言語話者と主流言語話者の互いの言語を資源と考える双方向性イマージョンプログラム 

 

⑴ 豊かな学校教育をめざすイマージョンプログラム 

カナダのイマージョンプログラムは、主により豊かな学校教育をめざすものである。その理念を

取り入れた初めての試みとして、1971 年カリフォルニア州カルバーシティで始められたスペイン語

イマージョンプログラムがある（Genesee 1987）。早期トータルイマージョンプログラムで、英語母

語話者の子どもたちにスペイン語で教科学習を行った。親たちは自分の子どもに外国語を身に付け

させたい、他の文化に目をむけさせたい、他の学校では与えられない教育を子どもに与えたい、な

どの動機により子どもたちをプログラムに参加させたという（Genesee 1987）。 

 

⑵ 人種比率の適正化のためのマグネットスクールとしてのイマージョンプログラム 

 ２つ目は、学校間の人種比率を適正に保つためのマグネットスクールのプログラムとしてのイマ

ージョンプログラムである。マグネットスクールとは都市中心部にある公立学校に芸術や算数教育

を重視するプログラムなど独自のカリキュラムを設置した学校である。独自のカリキュラムを磁石

として、郊外に居住する中流家庭が自主的に都市中心部の学校に参加することを目的とする2。都市

中心部の公立学校に特徴あるカリキュラムを設定するという教育政策は、アメリカが抱える人種問

題を社会的背景としている。 

アメリカ都市部は、都市機能がある中心部を核にドーナツ状に郊外が広がることが多い。一般的

に言えば、中心に近いインナーシティには社会弱者、経済弱者になりやすいアフリカ系アメリカ人

の家庭が多く、したがって学校に在籍する子どももアフリカ系アメリカ人の比率が高くなる。経済

的に力があるものは中心部から車で外へと移動し郊外を形成する。移動の手段を持たない者は公共

バスで行動できる範囲、つまりインナーシティに残らざるを得ない。その結果、インナーシティと

郊外の学校に在籍する子どもの人種比率は大きく偏っていった。法律の条文から分離政策は撤廃さ

れたが、現在も在籍児童のほとんどがアフリカ系アメリカ人という学校は存在する。 

1960 年代の公民権運動から、アメリカは連邦、州、地方教育委員会のそれぞれのレベルで、マイ

ノリティの人々の教育機会の平等をめざし取り組んできた（Farley 1995；末藤 2002）。インナーシ

ティの学校の人種比率の偏りを是正するために考えられたのがマグネットスクールであり、磁石と

なる独自のカリキュラムとして、外国語を身に付けることができるイマージョンプログラムが採用

された。 

                             
2 当初は人種比率の是正が大きな目標であったが、近年は都市中心部のみならず郊外の学校でも独自性を打ち出すためにマグネッ

トスクールを設置することがある。 
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以上のように、１）２）のプログラムの目的は異なるが、対象は英語母語話者で、ひとつの目標

言語の習得をめざす一方向性の外国語教育である。 

 

⑶ 双方向性イマージョンプログラム 

３つ目は、アメリカ社会で増加する英語を母語としない子どもの教育の平等を実現する目的で始

まった双方向性イマージョンプログラム（Two-way immersion）である。双方向性イマージョンプロ

グラムは、英語母語話者と目標言語母語話者の子どもがおよそ 50％ずつ在籍し、互いの言語をイマ

ージョン目標言語として教科を学ぶプログラムである。 

アメリカは多くの移民を必要とし受け入れてきた経緯から、移民とその子弟に対する教育政策が

常に大きい課題となる。少数派言語を家庭言語として持つ子どもたちは、社会、学校における主流

言語の英語が十全でないことから、学力も低く自己肯定感も持てなくなることが多い。そのような

子どもたちへの教育改革の必要性は以前から認識され取り組まれてきた（Genesee 1987, 末藤

2002）。彼らに適した教育として、彼らの母語を用いたバイリンガル教育が有効であるという認識を

連邦政府が持ち、教育政策としてバイリンガル教育が取り入れられていった（末藤 2002）。 

末藤（2002）によると、アメリカで初めて少数派言語と英語の２言語を用いたバイリンガル教育

が行われたのは 1963 年のフロリダ州のコーラル・ウェイ小学校である。1959 年のキューバ革命に

より多くの政治難民がフロリダ州に来た。難民に対する支援資金が提供され、フロリダ州デード郡

ではスペイン語を母語とする子どもたちを対象に ESL（第二言語としての英語教育）やスペイン語

教育を始めた。そして 1963 年には英語とスペイン語のバイリンガル教育を試験的に行うことになる

（末藤 2002）。小学１年から３年生まで 350 人の子どもたちを言語によって二つのグループにわけ、

午前は母語で母語教育・教科教育を、午後は目標言語で目標言語教育・教科教育を行った。昼休み

は昼食、音楽、美術、体育などにあてられ、ふたつのグループが交流できるように計画された。そ

の結果、どちらの言語グループの子どもたちも母語の読解力のテストで好成績をおさめた。特に英

語母語話者は、英語モノリンガル環境で学ぶ子どもより好成績をおさめた（末藤 2002）。 

実際に二つの言語グループが同じ教室で学ぶ双方向性のイマージョンプログラムは 1975 年にカ

リフォルニア州サンディエゴで実施された（Genesee 1987）。そこでは、スペイン語母語話者 60％、

英語母語話者 40％が複学年制に分けられ、スペイン語母語話者と英語母語話者の子どもが同じ教室

で教科学習を受けた。幼稚園年中（Pre-school）から３年生までの期間は主にスペイン語が学習言

語とされた。英語は Pre-school で毎日 20 分、幼稚園年長で 30 分と徐々に導入し、学年があがるに

つれ増え、４年生以降の学習時間は各言語 50％となった。 

このように、アメリカにおいてイマージョン教育は、より豊かな教育を提供するため、または学

校の人種比率のバランスを保つため、そして少数派言語母語話者の子どもの教育平等のためなど、

アメリカ社会のニーズに呼応する形で公立学校のプログラムとして取り入れられてきた。 

2004 年 10 月現在までに、全米で 391 の一方向性または双方向性のイマージョンプログラムが実

施されている。目標言語はスペイン語が一番多く、それ以外にはフランス語、ドイツ語などヨーロ

ッパ圏が主流である。その他、アメリカでは少数派言語で教えられることが少ない「学習機会が少

ない言語」とされる、日本語、広東語、韓国語、ヘブライ語、アラビア語、ロシア語などさまざま

な言語のプログラムがある。それら外国語のプログラムに加え、ネイティブアメリカンの居住区で

は、ナバホ語、ハワイ語など先住民の言葉、ネイティブアメリカンにとっては母語である言語のプ

ログラムなど、多岐にわたっており今後も増える見通しということである（CAL 2004）。 
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４．アメリカにおける日本語イマージョンプログラム 

 

⑴ 日本語イマージョンプログラム 

日本語イマージョンプログラムは、日本の経済力の伸展を背景に 1988 年にオレゴン州で初めて公

立学校に導入された。アメリカでは各地方教育委員会レベルで各種プログラムの導入を決定できる

ため、地方自治体の意向によってアラスカ州アンカレッジ、オレゴン州リッチモンドなど次々と日

本語イマージョンプログラムが設置されていった。現在は、確認ができる範囲で 11 校の公立小学校

で日本語早期パーシャルイマージョンプログラムが実践されている（表５参照）。数校は「豊かな教

育をめざす」プログラムで、数校はマグネットスクールのプログラムとしてスタートしている。い

ずれも一方向性イマージョンプログラム（One-way Program）である。 

学校によって、プログラム設置の目的や、在籍する子ども数、家庭背景、日本語で教える教科や

その割合、スタッフの数、サポート体制、地域社会の状況などが異なるため、各地の日本語イマー

ジョンプログラムの状況は、それぞれ異なる。本稿ではマグネットスクールとしてスタートしたＡ

公立学校の日本語プログラムを例として取り上げる。 

Ａ公立学校は、Ｋから中学２年生までの小中一貫プログラムであり、全校生徒数は 904 名である

〈2003 年調査時〉。小学部（Kindergarten から５年生まで）は日本語と仏、独語の一方向性イマー

ジョン（One-way Immersion Program）である。プログラムの構成は以下の通りである。 

 

 表４ プログラムの構成（Ｋ－５年生） （2003 年３月） 

 日本語 フランス語 ドイツ語 

プログラム形態 

教師数 

児童数 

クラス数 

パーシャル 

４（他 AT*２名） 

７３ 

 ４ 

トータル 

 １３ 

２８２ 

 １３ 

トータル 

  ８ 

１７７ 

  ８ 

                           *AT アシスタントティーチャー 

                 2003 年度 教師一覧表（Ａ校資料）より筆者が作成 

 

日本語イマージョンプログラムは、1995 年にマグネットスクールとして始まった。最初の１年は

準備期間として外国語としての日本語のクラスが開講された。翌 1996 年からイマージョンプログラ

ムとして、新規参加の幼稚園年長（Kindergarten 以下Ｋ）と初年度に外国語クラスに在籍してい

た１年生の２学年のクラスで始められた。一年ごとに対象学年も増え、現在はＫから５年生までの

クラスがある。クラス構成は、Ｋと小学１年生のクラスが一クラスずつ、２年生３年生の複学年、

４年生５年生の複学年が一クラスずつ、計四クラスである。児童数は 2003 年３月の調査時で 73 名

である。 

対象プログラムが最初にあった学校の近隣は低所得の家庭が居住する地域であった。日本語プロ

グラムにも近隣から多くの子どもが入学している。現在、プログラムは別の学校に移り他の言語イ

マージョンプログラムと統合されたが、今も日本語プログラムに在籍する子どもたちの半数は、給

食費免除・減額措置（Free/Reduced Lunch）3を必要とする家庭を背景としている。 

                             
3 Free/Reduced Lunch は家庭の所得によって決まる。子どもが一人の家庭の場合、週の収入が＄233 以下なら無料、＄332 以下なら減額処置がとられる 
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 対象プログラムで教えている教師は全員が日本国籍を持ち、日本で初・中等教育を受けた日本人

である。日本、または日本とアメリカで、教育学系の大学・大学院を卒業しており、日本かアメリ

カの教員免許、または両方を取得している。 

日本人教師は担任を持ち、クラスの子どもの教育全般に責任を持つ。教員の一人として学校活動

全般に関わっている。日本語で教える教科は、算数、リテラシー（読み書き、国語）理科、社会で

ある。日本語プログラムは授業の 80％を目標言語で教えるパーシャルイマージョンであるため、毎

日１時限の英語の授業が英語母語話者教師によって行われる。それ以外の教科はスペシャルと呼ば

れ、音楽、体育、美術、保健、図書室での活動などがある。スペシャルは１日に１時限、別の教室

や体育室に移動して、英語で授業を受けている。 

 

⑵ イマージョン教育を行う利点 

イマージョン教育の目的は４つあることを述べた。１．第２言語能力（目標言語）の習得 ２．

地域学区の規定する教科学習の達成 ３．異文化受容姿勢の育成 ４．母語の発達である。 

 対象プログラムの教師たちがイマージョン教育についてどのような認識を持っているか、インタ

ビュー調査を行った。その結果、教師たちは子どもたちの間に「異なるものを恐れずに、まず受け

入れる」姿勢が育っていることを高く評価していることがわかった。目標言語の習得に関して「個々

の言葉がわからなくても全体の意味がわかる」など理解能力の発達についても高い評価が見出され

た。教科学習、母語の発達についても、学年末に行われる標準テスト結果を一般のプログラムに通

う子どもと比較した場合も問題はないという。さらに、子どもたちは自分たちが特別なプログラム

にいることを自覚しており、日本語ができることが自尊感情の育成にもつながっているとの認識も

示された。イマージョンプログラムに参加することによって、母語の発達、学力の発達は犠牲には

ならず、むしろ外国語と異文化受容姿勢が育成されていることが示唆される。  

 

⑶ イマージョン教育の実施に関わる問題 

 イマージョン教育実践を行うには一般の教育実践と異なる問題もある。調査対象日本語イマージ

ョンプログラムの状況を調査したところ、教師は実践に当たりリソースの不足や研修の不足を大き

な問題と捉えていることがわかった。イマージョンプログラムの学習内容は、地域の学習内容に準

ずるので教科書は英語で書かれている。その内容を日本語で教えるには各学年の子どもの日本語に

あった日本語の教科書が必要である。しかしそのような物はなく教師に一任される。イマージョン

教師のための専門的研修は、夏期集中コースが遠方で開催されるだけである。そのためイマージョ

ン教師としての向上は、教師個人の努力にまかされるという側面がある。また、教育委員会や校長

など管理職に日本語が理解できるものは少ないので、子どもの日本語の発達面、カリキュラム面な

ど、プログラム運営についての具体的なアドバイスやサポートが得にくいなどの問題もある。 

 教材の開発などを含むイマージョン教育実践の具体的な方法について、またイマージョンプログ

ラムの支援のあり方についてなど、課題が多いことがわかる。 
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表５ アメリカの小学校における日本語イマージョンプログラム（2005 年現在） 

州 学校名 

アラスカ Sandlake Elementary School 

イリノイ Dooley Elementary School 

イリノイ（私立） Intercultural Montessori School 

オレゴン Yujin Gakuen 

オレゴン Richmond Elementary School 

カリフォルニア El Marino Language School 

ノースカロライナ Smith Academy of International Languages 

ヴァージニア Floris Elementary School 

ヴァージニア Foxmill Elementary School 

ヴァージニア Great Fall Elementary School 

ワシントン John Stanford International School 

                （中島 1998、国際交流基金 LA の資料を参考に情報を収集） 

 

５．少数派言語のイマージョンプログラムが存在する意義 

 

アメリカにおける主流言語は英語である。主流言語が話せれば実生活に問題がない社会において、

子どもの頃から外国語習得に多くの時間をかける必要はあるか。外国語学習でも主流はスペイン語、

フランス語、ドイツ語などのヨーロッパ圏の言葉である。日本語はアメリカ社会においては少数派

言語であり、「学習機会が少ない言語」のひとつとされる。生活に直接役に立つことはないように見

える少数派言語または学習機会が少ない言語を、学習言語として学ぶことにどのような意義がある

のか。また、それを公立学校で行うことにはどのような利点があるのか。 

 ひとつは、プログラムに参加した学習者たちが目標言語を母語としている人々、コミュニティに

好意的な態度を持つようになることがある。カナダのフレンチイマージョンプログラムの卒業生は

自分がフランス語話者に対して好意的になったと感じている（中島 1998）。また、子どもたちは自

分が外国語で学んでいることを認識している。それは、子どもたちの意識を異なるもののみならず、

自分が背景とする文化にも向けさせるきっかけとなろう。つまり、イマージョンプログラムは、子

どもたちの複眼的な見方を育てる可能性があると考える。では、そのような教育はイマージョンプ

ログラムでなければできないことか。 

 アメリカは個を尊重する文化であり、多文化教育を実現している国という印象がある。しかし人

種、エスニシティによる差別や生活水準の格差は大きい。個人差はあるが、日常の生活で外国での

出来事を知る必要はなく、ニュース媒体から得られる情報も少ないため他国の出来事に対する関心

はうすい。都市にはヒスパニック系、モン4、ベトナム、インド、韓国、中国、日本などアジア系、

ロシアなど東欧系、ヨルダンなど中東系、さまざまな背景を持つ人が住んでいるので多様性はある

が、それぞれでコミュニティを形成する傾向がある。主流言語の英語が圧倒的に強く英語さえ話せ

ればいいという意識がある。アメリカには、ひとつの言語に価値をおく、モノリンガル、モノカル

                             
4 モンはモン族の言語である。モン族は、ミャンマー南部、ラオス、タイ北部、ベトナム北部などインドシナの山岳部に住む少数

民族。ベトナム戦争終結後、難民として米国に移住した。 
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チュラルな社会という側面がある（Bernhard 1993）。 

モノリンガルの社会にあって、主流言語を操る人間が少数派言語を話す人間の立場や心情を理解

することは難しい（岡崎 2004ｃ）。イマージョンは子どもたちに「自分が知らない英語以外の言語

が世の中にある」ことを伝える場になる。例えば「花」を表す言葉は英語では「Flower」で日本語

では「花」である。１つのものを現わす言い方は言語によって異なる、英語の言葉だけが唯一無二

のものではないということを、毎日の活動から自然に吸収することになる。自分と異なる見方をす

る存在がある、という価値観の違う他者への理解とともに、その他者と共に生きる経験をする。そ

のような経験は、モノリンガル志向の教師に学ぶ場合には起こりにくいことであろう。 

少数派言語がイマージョンプログラムの目標言語として公立学校に存在する意義はもうひとつあ

る。それは目標言語の社会的な認知度の向上と活性化である。 

イマージョンプログラムは、教科学習を目標言語で行うため目標言語ネイティブまたはネイティ

ブに近い語学力を持った教師が必要である。今回紹介したＡ公立学校では、４名の日本人教師が正

規の教員として２名がアシスタントとして雇用されている。彼らは補助的な役割ではなく、子ども

たちの教育全般に責任を持つ立場にある。クラス担任として、主流言語話者である保護者と連絡を

とりあい主流言語話者の教師と対等な立場で学校行事の企画運営を行っている。 

社会的に力が弱いことが多い少数派言語がイマージョンの目標言語になり、少数派言語母語話者

が「先生」となれば、少数派言語母語話者は今まで使う機会がなかった母語を公の場で使える。言

葉を話すということ自体がその言語の保持、活性化に貢献する（中島 1997）であろう。主流言語

母語話者の学習者と保護者はその言語を身近なものと受け止める。プログラムの成長とともに、目

標言語に対する理解も広がり、存在を地域に発信することができる。このように少数派言語を目標

言語とすることは、主流言語母語話者が少数派言語、文化背景に対する意識を高める可能性を持つ。 

 

６．日本の初等学校における言語教育 

 

⑴ 日本で行われているイマージョンプログラム 

 現在日本では、沼津市にある加藤学園が幼稚園から高校までの英語イマージョンプログラムを実

践している。また教育特区の群馬国際アカデミーが 2005 年度から英語イマージョンプログラムを開

始した。これらのプログラムは社会の主流言語である日本語母語話者の子どもたちを対象とした一

方向イマージョンプログラムである。アメリカにおけるイマージョンプログラムの三つの目的に照

応すると、これらは日本人を対象に「より豊かな教育」を目指すものと考えられる。 

 

⑵ 日本語を母語としない子どもへの言語教育 

文部科学省の平成 15 年度調査では、日本語指導を必要とする初中等教育を受ける子どもは全国の

学校 5231 校に在籍し、その数は約２万人である。そのうち小学校の在籍児童は 12,523 人で前年度

より４％の増加と報告している。その母語の種類は 63 言語に渡る（文科省 2004）。ここから現在日

本では多様な背景を持つ子どもたちが公立学校に存在する現況が見出せる。このような子どもたち

を対象とする日本語教育のあり方が問われるようになってきた。取り出し授業などの形式で日本語

学習の補習を提供することが多い。しかし日本語学習をしている時間は教科学習が中断するため、

子どもはさらに授業についていくことができなくなる（岡崎 2004a）との指摘がある。そのような

問題を解決するべく、近年、日本語を母語としない年少者に対し、日本語の習得と教科学習の理解
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促進の方法として内容重視のアプローチが注目され、実践と検証が積み重ねられてきている（川上

2002; 池上 1999; 斉藤 1999）。さらに、子どもたちの母語を活用することで、教科理解と学習言語

としての日本語の習得をめざす、またそのことで子どもたちの母語力の伸長も図る方法として、「教

科・母語・日本語相互育成学習モデル」が岡崎（1997）によって提案されている。同モデルについ

ても、現在、実践と検証が行なわれているところである（朱 2003; 原 2003; 原･三宅 2004）。 

 

⑶ 日本における少数派言語のイマージョンプログラムの可能性 

平成 16 年度末に外国人登録者数は過去最高の 197 万人を越えた。前年度比で 3.1％の増加で、10

年前と比較すると 45.8％増加している（法務省入国管理局 2005）。外国人労働者数も平成 17 年度

に前年度比で 9.9％増加、34 万人に達し今後も増加が予測される。国籍は中国、韓国、中南米アジ

アで 70％を占める（厚生労働省 2005）。 

これらの動向から日本で生活する外国人が増え、外国をルーツに持つ子どもたちもさらに増える

ことが予測される。日本が多様な他者と共に生きる社会となる第一歩は、日本に来る人々とその子

どもたちと共に生きることであろう。そのためには共に生きるという意識を、外国をルーツに持つ

者も日本語を母語とする者も互いに持つ必要があると考える。 

その実現に向けて多文化共生の取り組みが各地で行われている。その取り組みのひとつとして、

ある言葉を母語とする子どもたちの集住地域において、外国にルーツを持つ子どもたちと日本語を

母語とする子どもたちを双方向イマージョンプログラムで結びつけることはできないだろうか。双

方向イマージョンプログラムは、主流言語母語話者と目標言語母語話者の子どもがおよそ 50％ずつ

参加する。外国をルーツに持つ子どもたちにとっては、自分の母語が学習言語となり、自尊感情を

高めることにもつながる。日本の子どもにとっては、周囲に大勢いる外国人が話す言葉を身近に感

じる機会となるだろう。イマージョン教育の方法は、どちらかが一方的に相手の言葉を学ぶのでは

ない。お互いの言葉を学びあい尊重しあう教育である。その方法を公教育に生かすことを考えたい。 

 

７．今後の課題 

 

 これまでイマージョン教育に関して、異文化受容姿勢の育成、少数派言語の社会的認知度の向上

の可能性など、その意義について述べた。しかし、少数派言語イマージョンプログラムの実施には

多くの課題がある。初等教育から外国語教育を行うことに対する反論もある。日本語を学ぶのが先

だということが論点のひとつとしてある。ここではイマージョン教育では母語の発達がその目的の

ひとつであることを指摘する。イマージョン教育は日本語か外国語かの選択をするのではない。日

本語の言語技術も外国語も同時に学んでいくことを趣旨としている。 

次に、英語などの社会的な認知度が高い言語と違う少数派言語イマージョンへの理解、賛同を得

ることが可能かという問題がある。英語は現在の世界で通用度の高い言語である。一方で、現代は

人々の多様性を重視する方向性がある。公教育が、英語さえできればよいという英語優越的な発想

から抜け出しさまざまな言語教育に目を向けることが、日本の多様性の実現に向けて重要であろう。 

具体的な課題としては、外国語で教科学習を行うためのカリキュラムの策定、教材準備、目標言

語ネイティブの教師の確保や養成などが挙げられる。簡単に解決できる課題はないが、アメリカ各

地の日本語イマージョン教育実践や、双方向性イマージョン教育実践から、国内では中華学校、朝

鮮学校、インターナショナルスクール、そして英語イマージョンプログラムから学ぶことができる。 
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 多くの困難が予想されるが、少数派言語を目標言語とする双方向性イマージョンプログラムの実

現は、日本にもたらされたアジアや中南米の子どもたちとその言葉を大切にするひとつの施策とな

ろう。 
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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 
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（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 

（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、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３

１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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