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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｡
一昨年､ 教育基本法が約60年ぶりに改正され､ この新しい教育基本法の理念の下で､ 学校教育法､
地方教育行政の組織及び運営に関する法律､ 教育職員免許法等の改正が昨年行われた｡ また本年は
新しい学習指導要領が告示され､ 教育振興基本計画の策定への取組が進められているところである｡
本研究所においては､ 教育政策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､ ｢科学的リ
テラシー｣ 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９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20年３月
国立教育政策研究所長
近
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特集テーマ ｢科学的リテラシー｣ について
2007年12月に､ 2006年に実施された OECD (経済協力開発機構) の PISA 調査 (生徒の学習到
達度調査) の結果が公表された｡ PISA 調査は､ ３年間隔で参加各国の15歳段階の生徒の学習到達
度を測定し国際比較するもので､ 2006年の調査は､ 科学的リテラシーをその中心的な測定領域とし､
OECD 加盟の30カ国を含む計57カ国・地域が参加した｡ PISA 調査の結果は､ 各国の教育政策にさ
まざまな影響を与えてきたが､ 日本においても､ 2003年の調査結果において､ 特に読解力の測定結
果に前回よりも大きな低下が見られたことから､ その後､ 読解力の向上に向けた施策が強調される
こととなった｡
2006年の調査結果の公表以後､ 参加各国で科学的リテラシーの育成に関する論議が高まり､ その
向上に向けた施策が実行されつつある｡ わが国においても､ 今後､ 新学習指導要領下での理科教育
を実施する上で､ 子どもたちに科学的リテラシーをどう身に付けさせるかについて関心が高まりつ
つある｡ また､ 日本の成人がもつべき科学技術リテラシー像を明確にするための協議が日本学術会
議などで進められていることも､ 科学的リテラシーへの関心を高めている｡
そこで､ 国立教育政策研究所では､ 文部科学省､ ブリティシュカウンシルと共催して､ 2008年３
月８日と９日､ ｢学校教育における科学的リテラシーの現状と今後の育成方策｣ というテーマで国
際シンポジウムを開催し､ 日本と海外の ｢科学的リテラシー｣ の現状を確認し､ 今後の育成につい
ての検討を行う機会を設けた｡ シンポジウムでは､ 米国､ 英国､ フィンランド､ カナダから､ 科学
的リテラシーに関わる専門家を招聘し､ 日本からの専門家も含め､ 講演とパネルディスカッション
によってテーマに関する認識と議論を深めた｡
このような時期に刊行される本研究紀要の特集テーマとして､ ｢科学的リテラシー｣ を取り上げ
ることが相応しいものと思われた｡ そこで本特集は､ この国際シンポジウムにおいて招待講演者と
して海外から招いた４名の専門家に､ ｢科学的リテラシー｣ について論文を寄稿していただくとと
もに､ 国立教育政策研究所の研究者及び研究協力者による ｢科学的リテラシー｣ に関連した論文を
４本収録した｡
海外から寄稿された４本はすべて英語論文であるが､ 各国の科学的リテラシーに関する現状と課
題､ あるいはカリキュラム開発の最新の状況について論じられたものであり､ 研究領域のフロンティ
アを把握できる貴重な研究論文である｡ その他の４本の論文と合わせて､ この特集が､ 日本におけ
る科学的リテラシーに関わる今後の研究を発展させる上で､ 読者の皆様に多くの示唆を与えられる
ことを期待している｡
(小倉
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日本の科学教育における科学的リテラシーとその研究の動向
Trends in Scientific Literacy and Research on It in Science Education of Japan

齊藤

萌木＊, 長崎

栄三＊＊

SAITO Moegi and NAGASAKI Eizo

Abstract
The objective of this article is to clarify the concepts of scientific literacy and trends in research
on scientific literacy in Japan. Our research is based on the results of the project "Survey for
Construction of Scientific, Mathematical, and Technological Literacy" (KITAHARA Kazuo et
al., 2005). In a survey of numerous journals on science education published during the period
1970-2005, 836 articles on scientific, mathematical, and technological literacy were found and
analyzed in the project. Of these, 159 articles on scientific literacy are analyzed in more depth
in this article.
First, the historical aspect of research on scientific literacy in Japan during 1970-2005 was analyzed. In Japan, the first article on scientific literacy appeared in 1975. The number of articles
on research in this field increased in the 1990s. Two peaks in the numbers of articles on this research were found. The themes of the research were classified into nine categories according to
references on scientific literacy. In the mid-1990s, original Japanese research on scientific literacy was actively conducted. However, in general, Japanese research on scientific literacy refers
to research in America.
Second, each article was analyzed from the standpoint of concepts of scientific literacy. Two
concepts of scientific literacy in Japan were found. One type defines literacy in the narrow
sense of "reading and writing." The other type does not define literacy clearly, but refers to
American theories of scientific literacy. This type particularly investigated projects of the
AAAS or NSTA. The former type separated into two sub-types in the 1990s. One sub-type focused on literacy as ability and attitude, while the other sub-type focused on literacy as knowledge and comprehension. These two sub-types of scientific literacy continue to survive in Japan
even now.
In Japan, research on scientific literacy is mainly individualized. Although there had been some
attempts to organize research in cooperative projects, this did not lead to heightened social interest. For the future, various persons concerned with scientific literacy should cooperatively
undertake the challenge of developing and proposing a vision of "scientific literacy for all
Japanese." At the same time, it is important to learn from the history of science education in
Japan and America.

* 研究協力者
** 教育課程研究センター総合研究官
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１. 研究の背景と目的
科学的リテラシーは､ 合衆国で1950年代に登場した概念であり１､ 1970年代から続く市民のため
の科学教育実現に向けての取り組みにおける鍵概念として､ 重要な意義を持っている｡ また､
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) や OECD
(Organization for Economic Co-operation and Development) といった国際機関でも､ 新しい科
学教育の基本的な枠組みを示すために､ 科学的リテラシーという概念を用いている｡ これらの取り
組みは､ 2006年度から2007年度にかけて日本で実施された科学技術リテラシー像作成のための大規
模なプロジェクト ｢日本人が身に付けるべき科学技術の基礎的素養に関する調査研究｣ (平成18・
19年度科学技術振興調整費 ｢重要政策課題への機動的対応の推進｣) にも大きな影響を与えた｡ 人々
が科学や技術と豊かな関係を築いていくためには､ 科学的リテラシー育成という観点から科学教育
をとらえ直さねばならないとの考えが､ 世界にも日本にも広がっているのである｡
しかし､ 合衆国においては M.O. ペラら (1966) に始まり､ P.D. ハード (1998) など､ 科学的
リテラシー概念とその研究の動向を明らかにした例がある一方､ 日本においてはこれまで､ 科学的
リテラシーとその研究に関しての整理・分析が行われていなかった｡
平成17年度に行なわれた ｢科学技術リテラシー構築のための調査研究｣ (平成17年度科学技術振
興調整費) は､ 人々が豊かに生きるための科学技術リテラシー像を策定するにあたっての課題整理
と基盤整備の取り組みであり､ 科学技術教育に携わる様々な立場の人々の協同によって行われた｡
この調査研究では､ 1970年から2005年までの我が国における科学技術､ 理科教育､ 数学教育､ 技術
教育､ 博物館教育などの学会誌・専門雑誌から､ 科学技術リテラシーに関する論文等を見出し､ 収
集・分析した｡ これらの論文は､ 科学技術リテラシー､ 科学的リテラシー､ 数学的リテラシー､ コ
ンピュータリテラシーなど15の内容についてのリテラシーを論じていた｡ なかでも､ もっとも盛ん
に議論されていたのは科学的リテラシーであった｡
そこで今回､ この調査研究から得られた成果を､ 日本における科学的リテラシー概念とその研究
に焦点をあててさらに詳しく検討することとした｡ その際､ アメリカ合衆国における科学的リテラ
シー概念の成立過程 (齊藤, 2007) をも踏まえて､ 日本の科学教育と科学教育研究の特性を明らか
にするとともに､ 日本の科学教育の改革に対して有益な示唆を見出すことが本論の目的である｡

２. 研究の方法


対象
本論文で検討対象とするのは､ ｢科学技術リテラシー構築のための調査研究｣ (平成17年度科学技

術振興調整費) において収集された中から抽出した｡ この調査研究では､ 1970年から2005年までの
我が国における科学技術､ 理科教育､ 数学教育､ 技術教育､ 博物館教育など41誌の学会誌・専門雑
誌から､ 836点の科学技術リテラシーに関する論文等を見いだし､ 収集・分析した ２｡ これらの論
文では､ 科学技術リテラシー､ 科学的リテラシー､ 数学的リテラシー､ コンピュータリテラシーな
ど15の内容についてのリテラシーが論じられていた｡
本論文では､ これらの論文等 ３のうち､ 科学的リテラシーに関する159点の論文等を検討する｡
科学的リテラシーに関する論文等とは､ 主題､ キーワード､ または論文中において ｢科学的リテラ
シー (Scientific Literacy､ サイエンティフィックリテラシー等を含む)｣ あるいは､ ｢科学リテラ
10
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シー (Science Literacy､ サイエンスリテラシー等を含む)｣ という語を用いた論文等である４｡ さ
らに ｢科学的識字｣ 等の用語を用いるものも､ それが ｢scientific literacy｣ あるいは ｢science
literacy｣ の訳語であると判断できる場合には分析の対象とする｡ 物理､ 化学､ 生物､ 地学等特定
の科目を主題にした論文等も､ ｢科学的リテラシー｣ という言葉を含んでいる場合には分析の対象
とするが､ ｢物理リテラシー｣､ ｢化学リテラシー｣ などの科目のリテラシーに関する言葉のみを用
いるものは対象としない｡ これは､ いわゆる ｢物化生地｣ という教科区分を超えて科学教育をとら
えなおすための枠組みを提供しうるものとして科学的リテラシーを考えていきたいからである｡
 手順
研究は､ 科学的リテラシー研究全体の傾向を時系列に則して明らかにすることと､ 重要な論文等
の詳細な検討という２段階によって行う｡ まず､ 論文等の発表数を､ 時系列に沿ってグラフ化する｡
また､ それらを内容によって分類し､ 時期による科学的リテラシーに関する議論の内容の変遷を明
らかにする｡ 次に､ 重要な議論について内容ごとに詳細な検討を行う｡ 重要な議論かどうかは､ 独
自な議論をしていたり､ のちの研究に有用であったかどうかによって判断する｡

３. 日本における科学的リテラシー研究の全体的な傾向


科学的リテラシーに関する議論の動向
検討対象とする159点の論文の年代別の変遷をグラフに表すと､ 図１の通りである｡
調査対象文献で科学的リテラシーに関する議論が最初に見出されたのは1975年である｡ 以後､

1970年代後半から1980年代にかけては､ 発表された論文等の数は少ない｡ 90年代に入って論文等数
は増え始め､ 94年に最初のピークを迎える｡ その後2000年代に至るまで毎年10点前後の論文等が提
出され､ 2002年に二度目のピークを迎える｡ そして最近まで10点前後を維持し､ 議論は継続してい
る｡

図１

日本における科学的リテラシー論文等数の変遷

11

論文等の内容を明らかにするために､ 各論文を内容によって分類した｡ 最初に､ 科学的リテラシー
という概念について論じた論文等と､ 科学的リテラシーという言葉を用いるが概念そのものを論じ
ていない論文等に分類した｡ その結果､ 概念そのものを論じた論文等は108点､ 論じない論文等は
51点であった５｡ 科学的リテラシーの内実や成立過程など､ 概念そのものについて論じないものが
全体の約３分の１を占めている｡ 日本においては､ 科学的リテラシーという概念そのものの内実や
位置づけを明らかにするというよりも､ 科学的リテラシーという語句を用いて何らかのほかの主題
を論じることを中心に議論が展開したようである｡ たとえば､ 教育現場へのコンピュータの導入や､
分科科学のカリキュラム編成等のテーマと関連して科学的リテラシーという言葉が使われている｡
ただし､ 概念そのものを論じない論文等が特に増加するのは90年代後半からであるため､ 議論の蓄
積に伴って科学的リテラシーという語句が一般的に使われるようになった可能性もある｡
 科学的リテラシーについての議論の参照先による分類
科学的リテラシーという概念そのものについての議論は108点見出された｡ 以下ではこれらの科
学的リテラシーについての論文等を対象に検討を進める｡ 108点の論文等を､ ｢日本の科学的リテラ
シー論が何に依拠しているか｣ を明らかにするために参照先によって分類すると､ ９つの領域が見
いだされた｡ 括弧内の数字は､ 各領域に属する論文等の点数を示している｡ ｢米国科学振興協会
(The American Association for the Advancement of Science：AAAS)
師協会 (National Science Teachers Association：NSTA)
育基準)

８点 ｣､ ｢合衆国の特定の州または論者

度調査 (OECD・PISA)

10点 ｣､ ｢UNESCO

22点 ｣､ ｢全米科学教

12点 ｣､ ｢スタンダード (全米科学教

24点 ｣､ ｢経済協力開発機構・生徒の学習到達

４点 ｣､ ｢その他外国または国際機関 (イギリス､

カナダや国際教育到達度評価学会・国際数学・理科教育動向調査 (IEA・TIMSS) など) 15点 ｣､
｢日本

22点 ｣ の８種の議論を参照したもののほか､ ｢オリジナル (独自の定義をもとに議論を展

開したもの)

15点 ｣ である｡ これら､ 主な参照先の科学的リテラシーの定義をまとめると､ 表１

の通りである｡
表１

科学的リテラシーの定義の例

１. 米国科学振興協会 (AAAS) のプロジェクト2061による科学的リテラシーの定義
(American Association for the Advancement of Science. 1989. Science for All Americans, Oxford University Press. 邦訳：日米理数教育比較研究会編訳. 2005.

すべてのアメリカ人のための科学

三菱総合研究所

(文部科学省科学技術・学術政策局基盤政策課))
科学的リテラシーを備えた人物というものは､ 科学､ 数学､ 技術がそれぞれの長所と制約を持ち､ かつ相互
に依存する人間活動であるということを意識した上で､ 科学の主要な概念と原理を理解し､ 自然界に精通して
その多様性と統一性の双方を意識し､ 個人的､ 社会的目的のために科学的知識と科学的な考え方を用いるよう
な人物である｡
２. 全米科学教師協会 (NSTA) による科学的リテラシーの定義
(参照数の多い1982年の基本声明｡ 最新の声明は2003年になされている｡)
科学的リテラシーを持った個人とは､ 科学､ 技術､ 社会が互にどのように関係しているかを理解し､ その知
識を自分の日々の意思決定に使える人である｡ 科学的リテラシーを持った人は､ 事実､ 概念､ 概念のつながり､
プロセススキルといったことについて確実な知識基礎を持っており､ それによって､ 論理的に学び､ 考え続け
ることができる｡ また､ 社会における科学と技術の価値と限界について理解している｡
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３. 全米科学教育スタンダードによる科学的リテラシーの定義
(National Research Council. 1995. National Science Education Standard. National Academy Press. 邦訳：
長洲南海男監修. 2001.

全米科学教育スタンダード−アメリカ科学教育の未来を展望する− . 梓出版社)

科学的リテラシーとは､ 個人的な意思決定､ または市民的及び文化的な活動への参加､ そして経済生産力向
上のために必要になった､ 科学的な概念及びプロセスについての知識及び理解のことである｡ (中略) 科学的
リテラシーは､ 日常の経験について好奇心から導かれる探究をし､ 答えをみつけるか､ 意思決定することがで
きる人のことを意味する｡ このことは､ 自然現象について記述し､ 説明し､ かつ予測する能力を持っている人
のことを意味する｡ 科学的リテラシーによって､ 一般的な報道での科学に関する記事を理解しながら読むこと
ができ､ 結論の有効性について社会的会話に積極的に関わることができるのである｡ 科学的リテラシーは､ 全
米および地方の決定が必要とされる科学的な問題を識別することができ､ 科学的または技術的内容について､
自分の立場を表明できることを含む｡ リテラシーを獲得した市民は､ 科学的な情報の出所や､ その情報が作成
された科学的方法の理解のもとに､ 科学的な情報の質を評価することができるべきである｡ さらに科学的リテ
ラシーは､ 証拠に基づいた議論を生み出し､ そして吟味し､ かつそのような議論から結論を適切に導く能力を
意味する｡
４. 経済協力開発機構・生徒の学習到達度調査 (OECD・PISA) による科学的リテラシーの定義
(国立教育政策研究所編. 2004.

生きるための知識と技能２ . ぎょうせい｡ 最新版は2007年のものだが､

｢調査研究｣ 時の収集論文は2005年までのものであったため､ 2004年版から引用する｡)
科学的リテラシーとは､ 自然界及び人間の活動によって起こる自然界の変化について理解し､ 意思決定する
ために､ 科学的知識を使用し､ 課題を明確にし､ 証拠に基づく結論を導き出す能力である｡

なお､ １つの論文が複数の議論を参照する場合は重複して数えている｡ たとえば､ ある論文が
｢AAAS｣ と ｢NSTA｣ の議論を参照した場合は､ それぞれの領域に ｢１｣ を加えた｡ ９つの領域
に ｢なし｣ をくわえた､ 10の領域それぞれの論文等数の変遷を表したものが図２である｡
108点の論文等のうち､ 20点以上の比較的多い論文数がある領域は､ ｢合衆国の特定の州または論
者｣､ ｢AAAS｣､ ｢日本｣ の３つの領域である｡ この結果は､ 合衆国と日本の両方に参照すべき議
論の蓄積があったことを示すようにも見える｡ しかし発表状況に注目すると､ それぞれの領域の様
相は異なる｡ 前２者の領域に属する論文等が､ 70年代から2000年代にかけて､ 長期にわたり数点ず

図２

科学的リテラシーの領域ごとの論文等数の変遷
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つ発表されているのに対して､ ｢日本｣ に属する論文等は､ 90年代後半に集中的に発表されている
のである｡ また､ ｢AAAS｣､ ｢NSTA｣､ ｢スタンダード｣､ ｢合衆国の特定の州または論者｣､
｢OECD｣､ ｢UNESCO｣､ ｢そのほか外国または国際機関｣ という日本以外の議論を参照した論文等
の合計は94点であり､ 全体の半分以上を占める｡ そのうち ｢AAAS｣､ ｢NSTA｣､ ｢スタンダード｣､
｢合衆国の特定の州または論者｣ という合衆国の議論を参照した論文等は65点である｡ 日本におけ
る科学的リテラシーについての議論は､ 主に外国､ なかでも合衆国の議論に依拠して展開してきて
いる｡
1990年代後半の一時期に､ 日本独自の科学的リテラシー論への機運が高まり､ ある程度の数の論
文等が発表されたという事実には注目しておくべきである｡ 議論の動向が外国中心であるにもかか
わらず､ 論文等数が最初のピークに達した1994年には､ 領域 ｢日本｣ の論文が約半数を占めていた｡
同じく論文等数のピークだった2002年には､ 各領域に属する論文等が数点ずつ発表されており､ 特
に論文等数の多い領域がないことを踏まえると､ 1994年の日本における議論の内実について検討す
ることは重要であろう｡ そして､ 1970､ 80年代に提出された研究も､ 点数は少ないが､ 90年代後半
の日本における盛んな議論の基礎として､ 検討の意義があると考えられる｡
そこで､ 以下では次の３つの観点から検討をすすめる｡ まず､ 70−80年代に発表された論文に注
目して日本に科学的リテラシーの概念が導入された時期の議論を検討する｡ 次に､ 日本独自の科学
的リテラシーに関する議論が盛り上がった90年代の議論を検討する｡ そののち､ 特に数の多かった
AAAS を参照するものを中心に､ 合衆国の議論に依拠した90年代以降の議論を検討する｡ これら
により､ 日本における科学的リテラシーとその研究の経緯を多面的に明らかにすることを試みる｡

４. 日本における科学的リテラシーについての議論


科学的リテラシー概念の導入−1970−80年代の議論−

①

科学的リテラシーについての議論の始まり
日本における科学的リテラシーについての議論は､ 合衆国の科学教育の動向を紹介すること
によって始まった｡ 最初に科学的リテラシーについての論文が発表されたのは1975年である｡
大橋秀雄 (1975) は ｢科学カリキュラム改善研究｣ (Science Curriculum Improvement Study：
SCIS) を参照し､ ｢科学的国語力｣ という訳語を用い､ 科学に関する言語表現の能力として科
学的リテラシーに言及した｡ SCIS は､ 1962年､ 合衆国の ｢科学教育黄金期｣ (1955−1975年
の20年間､ NSF (全米科学財団) が科学教育に対する支援を特に活発に行っていた期間を指
す) に開発された小学生用の新カリキュラムである｡ 身近な生活との関連や子どもの主体的活
動を重要視した点で､ 50年代後半に開発された中・高校生対象の分科科学の新カリキュラムと
は異なる特徴を持っていた｡ SCIS は主要な目標として､ ｢Scientific Literacy を養うこと｣ を

あげており､ 大橋はこれを ｢科学的国語力｣ と訳したのである｡ しかし､ 実際 SCIS のいう科
学的リテラシーは､ 科学の概念の意味づけや成り立ちについて理解し､ 科学の具体的な命題を
考える際の ｢共通な理解の基盤｣ を持っていることを意味していた (Karplus, 1967)｡ のち
に大橋自身も､ ｢大衆の科学的基礎能力｣ と訳語を変えており (大橋, 1979)､ 80年代に合衆国
の科学教育の動向を紹介した野上智行 (1982) は､ SCIS の科学的リテラシーに ｢科学的基礎
教養｣ の訳語をあてている｡
70年代後半に発表された科学的リテラシーについての論文のうち､ ほかに注目すべきものは
14
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鶴岡義彦 (1979) と三島重義 (1979) である｡ これらは､ ｢調査研究｣ 時の収集対象ではなかっ
たが､ 収集した論文等の参考文献から重要性が明らかになった｡ 鶴岡と三島は､ NSTA のカ
リキュラム委員会の声明や､ M.O. ペラ､ P.D. ハード､ M.L. エイジンといった合衆国の著名
な論者の議論を参照し､ 科学的リテラシー概念の成り立ちと構成要素を概観した｡ 成り立ちに
関しては､ 両者とも､ 科学的リテラシーが合衆国で60年代後半から ｢科学教育の目的｣ を示す
概念として重要視されるようになり､ 70年代に入ってさらに急速に広まったという共通の見解
を示している｡ しかし､ 構成要素に関しては､ 両者の着眼点は異なっていた｡ 三島は科学的リ
テラシーを ｢科学的教養｣ と訳しながらも､ 教養の要素の１つとしての言語能力を特に重要視
している｡ これは､ 三島の研究が科学研究費補助金の特定研究 ｢言語｣ の一環として行われた
ことにも一因があるだろう｡ それに対して鶴岡は背景にある社会状況や､ 基礎となる教育理念
までふみこんで考察を加えた｡ そして､ 合衆国において科学的リテラシーは､ 黄金期新カリキュ
ラムの ｢優秀性｣ 強調に対する批判に基づき､ ｢市民としての豊かな資質の育成｣ のための科
学教育の目的として議論されたものであるという見解を提示した｡ このとらえ方は､ その後の
日本における科学的リテラシー概念に影響を与えることになった｡ ただし､ 科学的リテラシー
を一貫して ｢Scientific Literacy｣ という英語のまま用いている点､ 自分なりの定義や再解釈
を示さなかった点からは､ 鶴岡が科学的リテラシーという概念の多義性を認識し､ 日本語に翻
訳して議論するのは難しいと考えていたことが推察される｡
②

科学的リテラシーと STS
80年代に提出された論文等で重要なのは､ 長洲南海男 (1987；1989) である｡ 長洲の論文は､

科学的リテラシーという概念と科学・技術・社会 (Science/Technology/Society：STS) 教
育を結びつけた｡ ここでは､ NSTA が80年代にすすめていた ｢科学教育の卓越性の追求｣
(Search for Excellence in Science Education：SESE) プロジェクトの検討が主題とされてい
た｡ SESE プロジェクトは､ 黄金期終了後の1977−78年に行われた科学教育に関する諸調査６
の結果を踏まえ､ 黄金期を批判的に克服しようとする取り組みであった｡ 長洲は､ 80年代以降
の理科教育の目標として SESE プロジェクトが掲げた ｢科学的・技術的リテラシー (Scientific/Technological Literacy)｣ の枠組みを論文中に提示した｡ そのため長洲の論文も､ 科学
的リテラシー概念に､ 黄金期に対して批判的な性格をおびたものという印象を与えることとなっ
た｡ また､ 長洲の論文において特に注目すべきは､ SESE プロジェクトで表彰された STS 教
育の事例を､ 科学的リテラシー育成のための具体的なプログラムとして紹介していることであ
る｡ 実際は､ SESE プロジェクトで表彰されたのは STS 教育の事例だけではなかった７｡ しか
し長洲の紹介は､ その後日本において科学的リテラシーが STS と密接な関連を持って議論さ
れていく出発点となった｡
③

1970−80年代の科学的リテラシー概念の特徴
科学的リテラシーという概念は､ 科学教育の目的に関するものとして1970−80年代の日本に
導入された｡ 科学的リテラシーを合衆国で1960年以降に提出された科学教育の目的に関する概
念として提示していることは､ 当時のすべての論文に共通していた｡ 概念の内実を理解するた
めのアプローチは大きく２つに分けられる｡ １つは､ ｢リテラシー＝識字｣ と翻訳することに
よって､ 科学に関する言語能力として科学的リテラシーをとらえようとするものである｡ 大橋
(1975) や三島 (1979) がこれに該当すると言える｡ もう１つは科学的リテラシーが論じられ
た社会的背景や､ 論者の教育理念､ 周辺状況､ 具体的事例などから概念の位置づけ (性格) を
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明らかにしようとするものである｡ 鶴岡 (1979) や長洲 (1987；1989) がこれにあたると言え
る｡ 一方､ 概念の成立過程についての詳細な考察や､ 科学的リテラシー育成のための実践の吟
味､ さらには日本の文脈において科学的リテラシー概念を生かす方策の提案といった問題は､
課題として残されていた｡
概して､ 1970−80年代の日本における科学的リテラシーについての議論は､ 合衆国の科学教
育の一動向として､ 科学的リテラシーについての議論の一部を紹介するに止まっていた｡ 論者
たちはたしかに､ 科学的リテラシーという概念が､ 科学教育の意義と目的をとらえなおすため
に有益な概念であることを意識していた｡ しかし､ なぜ科学的リテラシーという概念が必要な
のか､ それが導入されることで科学教育がどう変わるのかといった問題に対する明確なビジョ
ンを提示するためには､ さらなる研究の蓄積が必要だった｡


日本独自の科学的リテラシー論への気運の高まり−1990年代の議論−

①

日本の科学教育の課題と科学的リテラシー
1990年代半ばには､ 日本において科学的リテラシーを論じる機運が高まった｡ 論文数が１度
目のピークを迎えた1994年に発表されたカテゴリー ｢日本｣ の論文等を見ると､ それらにおい
て多く参照されているのは大木道則ら (1993a) である｡ そこで､ 大木らの研究を中心に､

90年代半ばの動向を見ていくこととする｡
大木らの研究は､ 1992年度からの科学研究費補助金 (総合研究 A) によって行われたもの
で､ ｢高度科学技術社会に必要な科学・技術リテラシー育成の基礎的研究｣ と題されていた｡
科学的リテラシーに関するまとまった報告書のうち､ もっとも初期のものである｡ 研究分担者
は､ 科学教育を専門にする研究者が主であった｡ これは､ 当時､ 大木が日本科学教育学会の会
長という立場で組織したグループであることを反映した人選であろう｡ この研究では､ 科学技
術の著しい進歩への不安を取り除き､ ｢少なくとも､ すべての人が､ 反科学ではなく科学の同
調者であることを目標として｣ 科学教育を見直すことが基本的な目的とされていた｡ 各研究者
はその目的に基づき､ 科学的リテラシー育成に関する見解を述べた｡ 大木自身 (1993) が書い
た一般論と､ 三宅征夫 (1993) による諸外国の議論の紹介はあったものの､ 専門領域ごとの議
論が中心であった｡
大木が ｢はしがき｣ において ｢この研究に入って､ 最初の検討から､ まず ｢リテラシー｣ と
は何かのコンセンサスを得ることがかなり難しいことがわかった｣ と述べていることからも明
らかであるように､ 科学的リテラシー概念の理解は各論者によってさまざまである｡ 用いる用
語もそれぞれ異なっており､ ｢科学・技術リテラシー｣､ ｢化学リテラシー｣､ ｢環境リテラシー｣､
｢生物学的リテラシー｣ などがある｡ これは､ 科学的リテラシーという概念についてグループ
全体としての吟味が十分でなく､ 各論者が自分の専門領域にひきつけて科学的リテラシーをと
らえたためであると考えられる｡ 実際､ 科学的用語の理解､ 男女の科学関係教科への嗜好と成
績の差､ 合衆国の科学的リテラシー育成プロジェクトの一例の紹介､ 地学の授業に盛り込むべ
き題材や活動など論じられた主題は多様であった｡ 科学的リテラシーを論じる目的も､ 現行の
理科教育の改革を目指すもの､ 理科教育に新しい要素を付け加えようとするもの､ 現行理科教
育の枠内で人材育成を目指すものと､ 論者ごとに異なっている｡ とは言え､ 科学的リテラシー
という概念について ｢討論の結果､ 我々班員のなかでは､ 比較的コンセンサスに近いものが得
られた｣ と大木は述べている｡ そこで次に各論者の科学的リテラシー概念を比較検討する｡
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②

90年代日本における科学的リテラシー概念の特徴
大木らによる科学的リテラシー概念の第一の特徴は､ ｢リテラシー＝読み書き｣ という見解
を基礎に科学的リテラシーをとらえていることである｡ 科学的リテラシー概念の検討を､
NSTA 声明等の紹介に代えた長洲 (1993b) をのぞいて､ ほぼすべての論者がこのとらえ方を

している｡ これは大橋 (1975) や三島 (1979) と同様であったが､ 内実は変化している｡ この
報告書では ｢リテラシー＝読み書き｣ という見解を基礎に､ ２種類の科学的リテラシー概念が
提示されているのである｡ １つは､ ｢リテラシー＝読み書き｣ の能力的な側面に着目し､ 言葉
による科学的事象の理解､ 叙述､ コミュニケーション能力へと解釈を広げたものである｡ ｢｢サ
イエンスリテラシー｣ とは､ 科学について ｢話せて､ 書けて､ 理解する｣ 能力｣ と述べた下沢
隆 (1993) などがその例である｡ 科学的表現力とでも言うべきこのような科学的リテラシー観
をもつ論者は､ 科学的リテラシーの構成要素に態度や意欲を含める例が多い｡ もう１つは､
｢リテラシー＝読み書き｣ の知識・理解の側面に注目し､ 科学についての最低限必須の知識や
理解として科学的リテラシーをとらえる場合である｡ ｢リテラシーは ｢読み書き｣ を意味する
のだから､ いわば化学におけるミニマムエッセンシャルズである｣ という大木 (1993b) など
がその例である｡ 科学的リテラシーをこのようにとらえる論者は､ 科学的リテラシーを教育内
容の選定と結びつけて論じる場合が多い｡ また彼らは､ 科学的リテラシーの意義を､ 高度な科
学技術の産物に対応することや､ 科学技術がもたらした社会変化の理解など実用的な点に見出
している｡ ｢科学的表現力｣ 論にしろ､ ｢ミニマムエッセンシャルズ｣ 論にしろ､ 科学的リテラ
シーを論じる際の ｢リテラシー＝読み書き｣ へのこだわりは､ リテラシーという言葉の原義が
むしろ ｢教養｣ にあり､ ｢読み書き能力｣ という用法が ｢教育用語として後に付加されたもの｣
(佐藤, 2003) であることを踏まえれば､ 問い直されるべき問題と言えよう｡
さらに､ 大木らによる科学的リテラシー概念の第２の特徴は､ 科学的リテラシーをすべての
人のためのものとして論じていない点である｡ たとえば､ 下沢 (1993) は ｢専門家に対するサ
イエンスリテラシー｣ と ｢一般人のサイエンスリテラシー｣ を区別しており､ 今栄国晴
(1993) は ｢優秀な能力を持つ青少年｣ とその他の子どもを区別し､ 科学的リテラシーの育成
を ｢底辺の拡大｣ の問題としてとらえている｡ 科学に関する資質や能力の優劣を前提とした議
論なのである｡ これは､ 合衆国の科学的リテラシーについての議論が､ 伝統的に ｢for all｣ を
強く意識して展開してきたことを考えたときに重要な特徴８である｡ 鶴岡 (1979) などでは､
合衆国における科学的リテラシーが､ 黄金期の科学教育が持っていた ｢｢優秀性｣ (excellence)
の重視｣ に対する不満を内包する概念であることが指摘されていたが､ その点は大木らの研究
ではあまり重要視されていなかったのである｡ ただし､ これは一概に大木らの研究のみの特徴
とは言えない｡ 事実､ 同時期に数学教育の分野でも､ 数学に携わる人材育成の必要性という観
点から､ 専門家になるべき生徒と一般の生徒の区別を前提に､ 数学的リテラシーは ｢数学のユー
ザー的な使いこなし能力｣ と定義されていた (長崎・阿部, 2007)｡ 専門家と一般人､ 優秀な
生徒とそうでない生徒､ これらの区別を重要視し､ すべての生徒のための教育という観点が弱
い点は､ 日本における科学的リテラシーとその研究の問題であるのみならず､ 日本の理数教育
の抱える問題であるとも考えられる｡
大木らの研究は､ 科学的リテラシーの育成を日本の科学教育の課題ととらえた初めてのもの
であるという意義を持ちつつも､ 科学的リテラシーについての議論としては課題を多く残して
いたと考えられる｡ ここでは､ 科学的リテラシーは教科の内容や論者個人の研究分野に即して､
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各論的に議論されていた｡ そして､ 科学的表現力や科学の基礎知識といった科学的リテラシー
概念の一側面がクローズアップされることになった｡ また､ 70−80年代から鶴岡 (1979)､ 長
洲 (1987；1989；1991) らによって着手されていた､ 科学的リテラシーという概念の合衆国に
おける社会的位置づけや､ 成立過程に関する考察があまり生かされていないことも､ 議論の不
十分さの一因であろう｡ そのため､ 大木らの研究の後､ 1994年には日本科学教育学会の研究会
で､ 1995年には日本物理教育学会の学会誌で科学的リテラシーに関する特集が組まれたにもか
かわらず､ 大木らの研究はそれほどの影響を持たなかった｡ 松原静郎ら (1994) にみられるよ
うに､ ｢科学的リテラシーに関する種々の提案｣ の一例として参照されるに留まったのである｡
 NSTA と AAAS の科学教育改革プロジェクト−合衆国の議論を参照する1990年代以降の議論−
①

プロジェクト2061への着目−90年代半ばまでの議論−
アメリカ合衆国の科学的リテラシーに関する議論を参照した研究は､ 日本における科学的リ
テラシーに関する研究の中心である｡ 前掲の通り､ 70年代から合衆国の議論は参照されてきた
が､ 90年代なかば以降､ 科学的リテラシーに関する議論の総数が増えるとともに､ 合衆国の議
論を参照する論文等数も増えている｡ もっとも多く参照されたのは AAAS の議論である｡
AAAS は1848年に誕生した諸科学の学会の連合体のような組織である｡ 世界最大の科学雑

誌

Science

の出版や数々の提言を通して､ 科学者としての立場から､ 科学技術の進歩を目

標とする国際交流や啓発活動に取り組んできた９｡ 科学的リテラシー育成の重要性にも1950年
代から注目しており､

Science

誌で科学的リテラシーに関する議論を展開していた10｡ その

AAAS が1985年から､ 全米科学財団 (National Science Foundation：NSF) やカーネギー財
団の支援と国家機関のイニシアチブを得てスタートした､ 科学教育改革への大規模な取り組み
がプロジェクト2061である｡ プロジェクト2061は ｢あらゆる生徒のための基本的な科学的リテ
ラシー｣ を唱えて取り組みを進め､ 1989年に､ 最初の報告書として
めの科学 (Science for All Americans)

すべてのアメリカ人のた

(AAAS, 1989) を発表した｡ ｢調査研究｣ で収集し

た論文のうち､ カテゴリー ｢AAAS｣ に属するものは､ 主にこのプロジェクト2061の報告書
を参照している｡
｢調査研究｣ 時の収集論文で､ もっとも初期にプロジェクト2061の議論を取り上げたのは長
洲 (1994)､ 浦野弘 (1994) である｡ このうち浦野が引用したプロジェクト2061の科学的リテ
ラシーの定義は長洲 (1993a) よりの引用なので､ 日本の科学教育においてプロジェクト2061
の科学的リテラシーを取り上げた初期の代表的な論者は長洲であると言えよう11｡ 長洲は ｢科
学教育のニューパラダイム｣ としての STS 教育の理念と実践を検討する中で､ ｢STS の教育
目標｣ として NSTA の基本声明とプロジェクト2061の科学的リテラシーをとりあげた｡ この
論文の特徴は､ 科学的リテラシーという概念を STS 教育と不可分のものとして論じている点
である｡ で見たように､ 長洲は1980年代から､ 科学的リテラシーと STS 教育の結びつきに
着目していた｡ これは､ ｢STS：1980年代の科学教育｣ を表題とする NSTA の基本声明
(1982) が ｢1980年代の科学教育の目的は科学的リテラシーを持つ人を育成することである｣
と述べているのを踏まえたものとみなせる｡ NSTA の見解に立脚してプロジェクト2061の科
学的リテラシーを参照したため､ プロジェクト2061の主張する ｢科学的・技術的リテラシーの
育成｣ も ｢STS 教育の目標そのものである｣ と結論することになったのであろう｡ 1990年代
半ばの研究には､ 科学的リテラシーと STS を結びつけて論じる例が他にも見られた｡ たとえ
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ば鶴岡 (1993)､ 下條隆嗣ら (1994) などである｡
科学的リテラシーと STS 教育が70年代半ば以降合衆国において密接な関係をもって議論さ
れていたことは､ 長洲 (1994) 等によっても明らかである｡ しかし､ 鶴岡 (1979) が言及した
ように､ 科学的リテラシーという概念は合衆国において1950年代から使われており､ STS 教
育が強調される以前から存在した｡ また､ で述べたように､ 90年代半ばの日本では科学的リ
テラシーという概念についてコンセンサスが得られていなかった｡ また､ STS という概念も
同様にあいまいな状況にあったようである12｡ また､ 同時期には ｢STS リテラシー｣ という､
欧米であまり見られない概念も登場し､

日本科学教育学会年会論文集

を中心にキーワード

として使われた｡ 科学的リテラシーと STS という２つの概念の関係は非常に混乱していたの
である｡ この複雑な関係性の解明には､ NSTA や AAAS といった､ 科学的リテラシー論を展
開する組織の性格と歴史に即して科学的リテラシーの概念をとらえることが必要であったが､
特に AAAS についての研究は少なかった｡ 代表的な論者である長洲が､ 82年声明提出時に
NSTA の会長であった R. イェーガーとの関係を基礎に研究を進めていたことが､ その一因と
考えられる｡ 90年代半ばには､ プロジェクト2061による科学的リテラシーの定義は普及し始め
たものの､ AAAS という組織のあり方やプロジェクト2061に至る経緯を踏まえ､ 科学的リテ
ラシー概念に対する考察を深めるまでには至っていなかったのである｡
90年代後半以降､ プロジェクト2061の全体像の把握を進めたのは､ 人見久城の一連の研究13
である｡ 人見は1997年の２本の論文において､ プロジェクト2061が３つの実行段階を持ってい
ることを示し､ 各実行段階の関連や､ 報告書の位置づけ ("Reform Tools" であること) にも
言及している｡ また1999年の論文では､ プロジェクト2061､ NSTA の SS & C (Scope, Sequence, & Coordination)､ 全米科学教育スタンダードという80年代合衆国における３つの科
学教育改革プロジェクトの比較を紹介している｡ ここで紹介された GEMS (Great Explorations in Math and Science) の報告書は､ それぞれのプロジェクトにおいて科学的リテラシー
育成のための教育がどう構想されているかを､ ｢①誰のための科学教育か､ ②生徒は何を学ぶ
べきか､ ③生徒はいかに学ぶべきか､ ④ ①〜③の問いに対する答 (方策) が実現されるため
に必要なことは何か｣ という４つの観点から整理したもので､ 80年代以降の合衆国における科
学的リテラシー論の概要をとらえるのに有益である｡ その後も､ 人見はプロジェクト2061の活
動経過に注目し続け､ 2001年にもプロジェクト2061におけるカリキュラムのとらえ方を描出す
る研究を発表している｡ 人見の研究は､ NSTA の見解を基礎にせず､ プロジェクト2061の活
動自体を描き出そうとしたものであった｡ それにより､ 科学的リテラシーと STS 教育を個別
に論議することの可能性､ 科学的リテラシー論の基礎となる理念､ 論者の科学教育観､ 具体化
の方策における多様性が示唆された｡
②

合衆国における科学的リテラシー概念の変容への着目−2000年代の議論−
2000年代にはいると､ アメリカ合衆国の科学的リテラシーに関する議論を参照した日本の研
究は､ 新たな展開を見せた｡ 重要な研究は､ 合衆国における科学的リテラシー概念の意味内容
の変化と現状を解明することを課題とした長洲ら (2002a) である｡ これは調査研究時の収集
対象ではなかったが､ 注目すべきと考えられるためにここでとりあげる｡ 提出された報告書の
なかで､ 特に長洲 (2002b)､ 熊野 (2002)､ 丹沢 (2002) の３つの論文は､ 合衆国の科学的リ

テラシー論の展開をそれぞれ検討しており､ 重要である｡ 長洲 (2002b) は､ 1950年代初頭か
ら2000年代までの合衆国の科学的リテラシー論を､ 背景にある科学観､ 技術観に注目して検討
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し､ 60年代までの科学的リテラシー論とそれ以降の科学的リテラシー論を区分した｡ 前者は科
学教育黄金期に強調された ｢科学の基本概念とスキルを基本に据える｣ 科学教育観に基づいて
おり､ 後者は ｢科学､ 技術はいずれも人間の営為に基づくことの認識｣ という STS 的科学教
育観に基づいているため､ 科学的リテラシーの ｢意味内容は全く異なる｣ と論じたのである｡
そしてプロジェクト2061の科学的リテラシー論を後者の例の１つと位置づけた｡ 長洲による科
学的リテラシー概念の変容の指摘は､ 概念の混乱を解きほぐす１つの糸口となった｡ 熊野
(2002) も､ 合衆国の科学的リテラシー論の変容について論じた｡ 1950年代の P.D. ハードに
よる議論からスタンダードの制定までを､ 科学的リテラシーの定義が広がり､ 科学的リテラシー
育成のための科学教育のあり方が具体化されていく道筋として描き､ スタンダード作成に直接
的な影響を与えたものとしてプロジェクト2061を位置づけた｡ 一方､ 丹沢 (2002) は90年代か
ら検討を続けていた黄金期カリキュラム開発プロジェクトの１つである BSCS の活動の変遷
を､ 科学的リテラシー論に注目してまとめた｡ これは､ 鶴岡 (1979) 以来､ どちらかと言えば
対立的な印象を与えられてきた黄金期カリキュラム開発プロジェクトと科学的リテラシー論の
つながりをとらえたもので､ 示唆的であった｡ 長洲らの研究は､ 合衆国科学教育史に即して科
学的リテラシー論の変遷過程を描いたことにより､ 科学的リテラシーとは何かという根本的な
問いを考える観点を明確にし､ 以後の研究に生かされるべき成果を残した｡
③

アメリカ合衆国の科学的リテラシーに関する議論を参照した日本の研究の特徴
90年代半ば以降の日本における､ アメリカ合衆国の科学的リテラシーに関する議論を参照し
た研究を､ ・でとりあげたものと比較すると､ 両者には異なる特徴が見出せる｡ 第１に､
｢リテラシー＝読み書き｣ という見解を基礎にしていないことである｡ これは論者たちが､ 科
学的リテラシーという概念を日本語でとらえなおすことよりも､ 合衆国のいくつかのプロジェ
クトが科学的リテラシーとみなしている知識や諸能力を洗い出し､ 比較対照することで科学的
リテラシーとは何かを明らかにしようとしていたためと考えられる｡ 論者たちは ｢リテラシー｣
という英語を翻訳することから科学的リテラシーにアプローチしたのではなく､ ｢科学的リテ
ラシー｣ を科学教育に関する１つのまとまった概念としてとらえていたのである｡ そこで､
｢科学的表現力｣ や ｢ミニマムエッセンシャルズ｣ といった科学的リテラシーの特定の側面に
こだわることは避けられた｡ ただし一方では､ 合衆国において伝統的に議論されてきた､ 市民
的教養としてのリテラシーの概念と重ねて科学的リテラシーをとらえることがなされなかった
面もある｡
第２に､ 科学的リテラシーがすべての人のためのもの (for all) であることが意識されてい

ることである｡ プロジェクト2061でも､ NSTA の基本声明 (1982年､ 1990年) でもこの点が
強調されてきたので､ それらを詳細に調査した論者たちが､ あらゆる人々のための科学教育の
問題として科学的リテラシーをとらえたのは当然である｡ とは言え合衆国における ｢for all｣
の理念をどうとらえるかは､ 論者によって異なっていた｡ 長洲 (1987) は､ ｢すべての人が科
学的､ 技術的リテラシーを達成すること｣ は ｢新しい科学教育改革運動｣ の主張であることを
強調していたし､ 丹沢 (2002) は､ ｢あらゆる生徒のための科学という視点｣ は科学教育黄金
期から J.J. シュワブの科学教育論等にあらわれていると指摘していた｡ 合衆国の科学教育に
おける ｢for all｣ の理念と科学的リテラシー論とのかかわりは､ これまでの日本の研究によっ
て浮かび上がった重要な論点と言えよう｡
以上２つの特徴からは､ 90年代以降の日本における合衆国の科学教育論を参照した議論が､
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70−80年代の議論とも､ 90年代に日本独自に展開した議論とも異なるものであったことがわか
る｡ 同じ ｢科学的リテラシー｣ という言葉を使っていても､ 概念や基礎となる理念はかなり違っ
ていたのである｡ において､ 鶴岡 (1979) らによって着手されていた､ 科学的リテラシーと
いう概念の合衆国における社会的位置づけや､ 成立過程に関する考察が､ 大木ら (1993a) に
あまり生かされなかったことを指摘した｡ この異質性からすれば､ 両者の対話が非常に困難な
作業であったことが想像される｡

５. 結論と考察


日本における科学的リテラシー概念の特徴
1970年代から2000年代までの日本における科学的リテラシー概念には､ 相互に排他的でない２つ

のとらえ方があった｡ １つは ｢リテラシー＝識字｣ という翻訳を基礎にした科学的リテラシー概念
であり､ もう１つは合衆国における科学的リテラシーについての議論を基礎にした科学的リテラシー
概念である｡ この区別は､ 日本に科学的リテラシーという概念が導入された70年代に､ すでに現れ
ていた｡
｢リテラシー＝識字｣ という翻訳を基礎に科学的リテラシーをとらえることは､ 70年代後半に始
まった｡ 大橋 (1975)､ 三島 (1979) は､ 科学に関する言語能力として科学的リテラシーを位置づ
けた｡ この見解は､ 科学的リテラシーの育成を日本の科学教育の課題ととらえる90年代の研究に受
け継がれ､ ２つに分岐した｡ １つの方向は､ ｢リテラシー＝識字｣ の能力的側面に着目し､ 科学に
関するコミュニケーション能力や､ その基礎としての意欲・態度までを科学的リテラシーとみなし
た下沢隆 (1993) などである｡ もう１つの方向は､ ｢リテラシー＝読み書き｣ の知識・理解という
側面に着目し､ 科学的リテラシーを科学についてのミニマムエッセンシャルズとみなした大木
(1993b) などである｡ 佐藤 (2003) によれば､ リテラシーは ｢高度で優雅な教養｣ を原義とし､
｢識字｣ の意味を後に教育用語として獲得した｡ それ以後 ｢教養｣ と ｢識字｣ という２つの意味を
担い､ 社会の変遷に応じて概念を変化させながら今に至っているのである｡ 翻訳を基礎にした科学
的リテラシー概念は､ リテラシーおよび科学的リテラシーが歴史的に担っていたこのような多義的
性格の､ 一つの側面をとらえたものであった｡
合衆国における科学的リテラシーについての議論を基礎に科学的リテラシーをとらえることも､
70年代後半に始まった｡ 鶴岡 (1979) は､ 合衆国における科学的リテラシー概念の成り立ちと構成
要素を概観し､ 科学的リテラシーは､ 黄金期カリキュラム改革運動への批判に基づく新しい科学教
育の目的を示すものという見解を表明した｡ この見解は､ 合衆国の STS 教育との関連で科学的リ
テラシーに着目した長洲 (1987；1989) でも同様であった｡ 90年代から､ プロジェクト2061を参照
するものを中心に､ 合衆国の科学的リテラシー論に関する研究が増え､ 内容も多様化した｡ 人見
(1997；1999；2001) は､ 科学的リテラシー育成の取り組みとしてのプロジェクト2061に注目した｡
2000年代になると長洲 (2002b)､ 熊野 (2002)､ 丹沢 (2002) などによって､ 合衆国の科学的リテ
ラシー論の歴史的変容が検討された｡ 合衆国における科学的リテラシーについての議論を基礎にし
た科学的リテラシー概念には､ 定型はなかった｡ 論者それぞれが､ 社会背景や､ 論者の教育理念､
周辺状況､ 具体的事例などから自分の関心に即して焦点を定め､ 合衆国の科学教育の動向における
科学的リテラシー論の位置づけを検討することで､ 概念の把握が進められたのである｡
これら２つの科学的リテラシー概念は､ 現在も併存している｡ それぞれの論者たちによって蓄積
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されてきた成果を総合し､ これからの日本の科学教育で生かされうる科学的リテラシー概念を提示
していくことは､ 今後の課題である｡


日本における科学的リテラシーについての研究の課題と展望
日本の科学教育における科学的リテラシーとその研究は､ 個人研究が中心であった｡ 70年代以降

現在まで､ 日本における科学的リテラシー研究は､ 個人研究あるいは個人の強いリーダーシップの
もとで行われた集団的研究であり､ 組織的に行われなかった｡ そこで研究成果の蓄積や交流が広く
行われず､ 結果として､ 科学的リテラシーという概念と科学的リテラシー育成の重要性が共有され
ないまま､ 言葉だけが普及することになってしまった｡ 日本において科学的リテラシーへの機運が
高まった90年代後半には､ 組織的な取り組みの試みはあった｡ 1995−96年に日本科学教育学会は､
｢科学技術リテラシーを基盤にした新しい教育課程｣14の構想を明らかにすることを目的とし､ 科学
研究費補助金 ｢重点領域研究｣ を申請した｡ 同学会は､ 教育課程審議会に対して､ ｢｢科学リテラシー｣
(市民としての科学的素養) 育成のための科学教育｣ を掲げた ｢要望書｣ (木村, 1997) を提出して
もいる｡ しかし､ 95年､ 96年の科学研究費補助金 ｢重点領域研究｣ の申請が不採択に終わったとい
う事実をみると､ これらの試みは実現したとは言えないであろう｡ ｢要望書｣ をみると､ ｢科学技術
に対する理解｣ の言い換えとして ｢リテラシー｣ という語句が使われるなど､ 概念のあいまいさも
うかがわれた｡ 今後､ 科学的リテラシーへの意識が社会的に高まるには､ 学際的に広い視野を持ち､
かつ緻密な体系化を目指した組織的な研究が必要と考えられる｡
その際､ 合衆国の取り組みから引き続き学ぶことは､ 重要である｡ 合衆国においては､ 科学的リ
テラシー研究や科学的リテラシー育成のための活動は､ AAAS や NSTA といった科学・科学教育
関係の大規模な組織を中心に精力的に進められた｡ もっとも合衆国の場合､ 科学的リテラシーに関
する取り組みだけでなく､ それ以前の ｢科学教育黄金期｣ や第二次大戦期にも､ 科学教育改革のた
めの大規模な取り組みが行われている｡ それらの成果は科学的リテラシーに関する取り組みにも生
きている｡ 特に､ 第二次大戦期には教育関係者や心理学者､ 科学者などによって組織された教育政
策委員会が､

すべてのアメリカの若者のための教育 (Education for All American Youth.)

を

提出している｡ これは､ ｢for all｣ を意識している点､ 委員の１人に ｢科学的リテラシー｣ をもっ
とも初期に論じていた J.B. コナントを含んでいる点からして､ 科学的リテラシー研究と､ 科学的
リテラシー育成のための活動に大きな影響を与えたと考えられる｡ 日本と合衆国における科学的リ
テラシーに関する取り組みの様相の違いは､ 20世紀後半における科学教育とその研究への意識の違
いともみなせるのである｡ 合衆国の議論から学ぶ際には､ このような歴史的過程を踏まえ､ 科学的
リテラシーについての議論と科学的リテラシー育成のための研究方法論､ 組織論などの諸要素がど
のように日本の文脈に生かせるかを考えていく必要がある｡
日本の理数教育においては､ すべての生徒のための教育と科学技術人材のための教育が別々に考
えられがちである｡ そして､ 前者はともすると､ 科学にあまり関心がない生徒の教育へと矮小化さ
れてしまう｡ これに対して､ 科学的リテラシーという概念は､ すべての高校生のための科学教育の
必要性を改めて強調していると言えよう｡ 科学的リテラシーは､ すべての生徒､ すべての人々が身
に付けるものであり､ その上で､ 科学を専門的に学びたい生徒のコースを設けるようなシステムを
考えるべきであろう｡
さらに､ 留意すべきことは､ 日本においても､ ｢すべての人々が科学を身につける｣ という科学
的リテラシーに通ずる問題意識をもって科学教育を構築しようという､ 組織的な取り組みが行われ
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た時期はあったということである｡ 日本の近代教育制度の初めである学制 (1872年) は､ 義務教育
段階から科学教育に高い比重を置いていた｡ また､ 国民学校令 (1941年) も科学教育を重視し､ 現
場の成果をとりいれながら､ 理科の国定教科書を刷新した｡ もちろん､ これらの取り組みは､ 現在
と異なる時代背景､ 教育理念のもとで行われたものであり､ 一概に科学的リテラシー育成のための
取り組みということはできない｡ とは言え､ これらの時期の成果から学ぶことは重要である｡ これ
まで､ 科学的リテラシーに関する研究とは別個に行われてきたこれらの研究を､ 日本における科学
的リテラシーについての議論と科学的リテラシー育成のための取り組みに生かしていく必要がある｡
｢調査研究｣ の成果を基礎に行われた､ ｢日本人が身に付けるべき科学技術の基礎的素養に関す
る調査研究｣ (平成18・19年度科学技術振興調整費 ｢重要政策課題への機動的対応の推進｣) は､ こ
れらの課題を考えたときに､ 意義のあるプロジェクトである｡ このプロジェクトは､ 日本の文脈で
｢科学的リテラシー像｣ というべき統合的なビジョンを構築するため､ 基礎研究､ 科学的リテラシー
像の作成､ 定着化といった段階を設定し､ 長期的な視野にたって行われている｡ 委員の専門分野も
多様で､ 科学者､ 科学教育の研究者､ メディア関係者､ 博物館関係者などが協同して取り組みを進
めている｡ プロジェクト2061の成果から学ぶと共に､ プロジェクト2061の組織論や行動計画をも生
かそうとしているのである｡ また､ 基本方針の１つに ｢日本人の感性や伝統を考慮する｣ ことをあ
げており､ 日本的な自然観や方法論を科学的リテラシー像にとりいれている｡ 2008年の３月に第一
段階の報告書が発表されており､ 今後の展開が期待される15｡
注
１

齊藤萌木 (2007) ｢アメリカ合衆国における科学的リテラシーの起源−J.B. コナントを中心に−｣.

科学教育

学会年会論文集 . ここでは合衆国で科学的リテラシーという言葉が1952年に用いられていたことが明らかに
されている｡
２

長崎栄三 (研究代表者) (2006)

｢科学技術リテラシー構築のための ｢調査研究｣｣ サブテーマ

テラシーに関する基礎文献・先行研究に関する調査

科学技術リ

報告書 . 国立教育政策研究所. 2007年３月に､ 本報告

書を３分冊にして､ ､ として国立教育政策研究所より修正再版している｡ 収集・分析した836点のリス
トはここに掲載されている｡
また､ ｢調査研究｣ の成果を､ 教育分野を中心とした研究の動向に注目してまとめたものは､ 長崎栄三､ 阿
部好貴､ 齊藤萌木､ 勝呂創太. 2007. ｢日本における科学技術リテラシーに関する研究の動向−教育分野を中
心として−｣.
３

国立教育政策研究所紀要

第136集. pp.191-207である｡

本論文では､ 論文のほか巻頭言や実践記録なども収集・分析の対象とするので､ それらをまとめて ｢論文等｣
と称する｡ ただし､ 文脈によっては省略して ｢論文｣ とする場合もある｡

４

｢調査研究｣ 時には､ 科学的リテラシーと科学リテラシーを異なる概念として分析することを試みたが､ ｢科
学技術リテラシーに関する定義一覧｣ (長崎栄三 (研究代表), 2006に所収) の作成等を通し､ 大きな違いはな
いと判断し､ 両者を総合して ｢科学的リテラシーについて論じた論文｣ とした｡

５

本稿の以下では､ この51点の論文をカテゴリー ｢なし｣ に属すものとする｡

６

Helgeson, S.L. etal. "The Status of Pre-College Science, Mathematics, and Social Science Education：19551975, Volume 1：Science Education." U.S. Government Printing Office, 1978., Weiss R. Iris. "Report of the
Pre-College Science, Mathematics, Social Science Education." U.S. Government Printing Office, 1978.の２
つの報告書では中等段階の各学校を対象にした､ 使用教材や指導形態などについて統計的な調査の結果が提出
された｡ 加えて生徒側の状況は NAEP (National Assessment of Educational Progress) によって報告され
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た｡
７

"Association News." The Science Teacher. 1983 Feb. p.68によれば､ SESE プロジェクトでは､ 初級科学 (elementary Science)､ 生物学､ 物理科学､ STS､ 探究という５つの主題でそれぞれすぐれた事例が選ばれた｡

８

齊藤萌木 (2007). op. cit. この論文で､ 合衆国のもっとも初期の科学的リテラシー論者であるコナントが､ ｢多
様な背景を持つすべての生徒のための一般教育としての科学教育｣ の課題として科学的リテラシーを論じてい
たことを明らかにした｡

９

アメリカの科学教育を見る際､ AAAS と NSTA という二大組織の関係が重要である｡ 本論文では､ NSTA 自
身が AAAS との関係は ｢熱意はないが対立的でもない｣ と述べていることや､ 組織の成立過程からして､ 両
者の科学教育に対する姿勢は基本的に異なるものと考えている｡

10 Pella, M.O., O'hern, G.T., Gale, C.W. (1966). op. cit. ここで収集された科学的リテラシーに関する100の論文
には Science 掲載のものが多数ある｡
11

浦野はプロジェクト2061による科学的リテラシーの定義を ｢長洲､ 1992｣ よりの引用としているが､ 参考文献
には ｢長洲. 1993. ｢生物学的リテラシー研究代表者｣. 大木道則. 1993.

高度科学技術社会に必要な科学・技

術リテラシーの育成の基礎的研究 . 平成４年度科学研究費補助金 (総合研究 A) 研究成果報告書.｣ のみがあ
げられている｡ 浦野の引用部と長洲 (1993) による ｢AAAS の科学的リテラシー｣ は同一であるので､ ｢長洲､
1993｣ の間違いであるとみなされる｡
12

川崎勝 (1995) ｢STS リテラシーと科学技術リテラシー｣.

日本科学教育学会年会論文集

pp.65-66. この論

文の冒頭で川崎は､ ｢｢STS とは何か｣ という点に関して共通了解が成立しているとは到底いえない状況｣ と述
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13
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理科の教育
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日本科学教育学科意見休会研究報告

14

46 (3).
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か
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リキュラム構想として ｢新科学知｣ が標榜されたが､ 定着しなかった｡
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わが国の理科の教育課程の特徴と科学的リテラシー
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Abstract
The purpose of this paper was to clarify the characteristics of science curricula of various countries, find out differences, common points and their international tendency, and establish the
viewpoints for taking another look at Japanese science curriculum in order to study what an
internationally appreciated science curriculum should be.
Using the data obtained from a series of reports titled as "International Science Study" and
"Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)", the paper compared the
educational content of science curricula of different countries. The reports were the results of
the questionnaire surveys having been conducted by the International Association for the
Evaluation of Educational Achievement (IEA) since 1960s on the content of science curricula
used in IEA-participated countries and regions. To discuss the direction of scientific literacy,
which is considered to be important in the future, the paper used the results of the questionnaire survey on the priority issues to improve science curricula answered by the education policy makers of 14 Asian and Pacific countries and regions participated in the 2004 APEC
Education Ministerial Meeting.
The comparison of science curricula of different countries based on the results of a series of the
IEA International Science Study reports revealed that many countries taught most topics in
science curricula on a single school year basis, whereas Japan has been adopting a so-called spiral education system where topics are arranged on a multiple school year basis extending over
elementary and secondary school stages since 1960s. The paper discussed that the Japanese science curriculum with such characteristics should aim to improve scientific literacy as the ability to apply acquired knowledge and skills to real society and life.

はじめに
2007 (平成19) 年度末に告示された小・中学校の学習指導要領の基本理念となった第４期中央教
育審議会答申 (中央教育審議会, 2008) においては､ 教育内容に関する主な改善事項として理数教
育の充実がうたわれた｡ そこでは､ ｢次代を担う科学技術系人材の育成がますます重要な課題になっ
ているとともに､ 科学技術の成果が社会全体の隅々にまで活用されるようになっている今日､ 国民
一人一人の科学に関する基礎的素養の向上が喫緊の課題となっている｣ とされ､ 科学に関する基礎

*
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的素養､ いわゆる科学的リテラシーの重要性が指摘された｡ それを受けて､ 理科の改善の基本方針
として､ ｢科学技術の進展などの中で､ 理数教育の国際的な通用性が一層問われている｣ という認
識が示され､ ｢子どもたちの発達の段階を踏まえ､ 小・中・高等学校を通じた理科の内容の構造化
を図る方向で改善する｣ ものとされた｡
この背景には､ 答申でも指摘されているように､ TIMSS や PISA の国際学力調査の結果 (国立
教育政策研究所, 2005､ 2007) から､ 科学的リテラシーの国際比較では､ トップレベルの維持が困
難になってきたことに加え､ 科学的事項に対する関心・意欲が著しく低いという問題が根底にある｡
さらに､ 小・中学校の理科の教育課程の比較では､ TIMSS において出題された内容の履修率を調
べた結果､ わが国では理科の授業時数の減少に伴う内容削減により履修率が国際的にみてかなり低
いことが明らかとなり､ この履修率の低さが国際学力調査の結果に結びついているのではないかと
いう懸念が生じた｡
これらの国際学力調査を実施してきた著者らは､ 平成14〜18年度文部科学省科学研究費補助金特
定領域研究 ｢新世紀型理数科系教育の展開研究｣ において､ 調査データの詳細な分析を通して､ 今
後のわが国の理科教育課程が目指す方向性を探り､ 指導すべき内容やその配列はどうあるべきかを
提言することを目的とした研究を行った (猿田, 2003､ 2005､ 2007)｡ 本稿では､ 提言を行うため
の根拠として主に用いた国際学力調査の各国のデータや資料を再分析することで､ わが国の理科教
育課程における指導内容の特徴を明らかにするとともに､ 今後の理科教育課程においてキーワード
となりつつある科学的リテラシーの重要性について論及する｡

１. 目

的

国際的に通用する理科教育課程の内容はいかにあるべきかを探るために､ 各国の理科教育課程の
特徴を明らかにする｡ そこから明らかになってくる国際的な傾向としての理科教育課程の相違点と
共通点から､ わが国の理科教育課程を見直す際の視点を明らかにする｡

２. 方

法

各国の理科教育課程の指導内容を比較するにあたって､ 国際教育到達度評価学会 (IEA) が
1960年代から実施している ｢国際理科教育調査｣ (1995年からは ｢国際数学・理科教育動向調査
(TIMSS)｣) において参加国・地域の理科教育課程の内容について調べたアンケート調査のデータ
を使用した｡
IEA の1967年および1983年の調査においては､ 理科の内容を53項目に分類し､ その内容の重要
度について参加各国・地域の調査責任者を対象として調査を行い､ 1960年代後半から1980年代前半
にかけての各国の理科教育課程の重要度の経年変化を明らかにしている (Keeves, 1992)｡ 1995年
調査では､ 同じく参加各国・地域の調査責任者を対象として理科の内容78項目の履修学年について
中等教育終了までの全学年で調べている (Schmidt, 1997)｡ さらに､ 2003年調査では､ 理科の内
容69項目の履修学年について､ やはり中等教育終了までの全学年で調べている (Martin, 2004)｡
しかしながら､ いずれの調査においても大まかな国際的傾向が報告されたのみで､ わが国を中心
とした詳細な分析は行われていない｡ そこで､ それらのデータをもとに､ わが国を中心とした詳細
な分析を行い､ 理科教育課程における指導内容がどのように推移してきたかを明らかにする｡
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また､ 今後重要とされる科学的リテラシーの方向性を論ずる際には､ 2004年の APEC 教育大臣
会合において､ アジア・太平洋地域から参加した14か国・地域の教育政策担当者が理科の教育課程
を改善する上で優先すべき事項について回答を行ったアンケート調査のデータを使用した (渡辺,
2004)｡

３. 国際比較からみたわが国の理科教育課程における指導内容の特徴


1960年代後半から1980年代前半における各国の理科教育課程の内容
IEA は1967年と1983年に理科の学力調査の付帯調査として､ 表１に示した理科の主要な内容53

項目について､ 学力調査の対象となった10歳児､ 14歳児､ 高等学校で大学進学直前の理科の各科目
表１

理科の内容項目 (IEA 第１・２回国際理科教育調査 1967年・1983年実施)

１. 物理領域
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

２. 化学領域

測定
時間と運動
力
動力学
エネルギーと機械
流体力学
熱の初歩
状態変化
分子運動論
光
振動と音
波動
スペクトル
静電気
電流
電磁気と交流
エレクトロニクス
分子物理学､ 原子物理学
理論物理学

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

３. 生物領域
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

基礎化学 (化学変化)
電気化学
化学の法則
化学過程
周期律
化学系でのエネルギー関係
反応速度と化学平衡
工業化学 (原料と化学物質)
化学構造
環境化学 (重合と重合体)
生命活動の化学 (生体化学)
核化学

４. 地学領域

細胞の構造と機能
細胞内物質の移動 (細胞内のホ
メオスタシス)
細胞の物質交代
細胞の反応
遺伝子の概念
生命の多様性
生物体の物質交代
生物体の調節
生物の協調 (整合) と習性
発生と成長
人間生物学
自然環境
自然における循環
自然界の生物群と生存競争
集団遺伝学
進化

①
②
③
④
⑤
⑥
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太陽系
恒星系
気象学
地球の構造 (地殻)
地理学 (地質学を含む)
土の科学

図１−１

物理領域の内容に対する重要度の経年変化 (IEA 国際理科教育調査)

履修者における重要度 (それぞれ ｢非常に重要である｣ ｢重要である｣ ｢履修しない｣ から選ぶ) に
ついて同じ項目で各国・地域の調査責任者に対して調査を行った｡ ２回の調査ともに参加した10か
国 (日本､ オーストラリア､ イギリス､ フィンランド､ ハンガリー､ イタリア､ オランダ､ スウェー
デン､ タイ､ アメリカ) について､ 物理・化学・生物・地学の４領域の内容ごとの平均値の推移を
図１−１から図１−４にチャートグラフとして表した｡ 各図においては､ 重要度の回答を ｢非常に
30
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図１−２

化学領域の内容に対する重要度の経年変化 (IEA 国際理科教育調査)

重要である｣ ２点､ ｢重要である｣ １点､ ｢履修しない｣ ０点で数値化したときの平均値をプロット
している｡
これらの図から､ わが国の重要度は各国とほぼ同様であったことが分かる｡ 領域別に見ると､ 物
理領域の内容は各国同様､ 小学校から重要視され､ 1980年代前半には各国とも同じような扱いをす
る傾向があった｡ 化学領域の内容は1960年代後半では10歳児および14歳児の時点であまり扱われな
31

図１−３

生物領域の内容に対する重要度の経年変化 (IEA 国際理科教育調査)

い内容であったが､ 1980年代前半には14歳児で各国・地域とも重要な内容へと変化している｡ 生物
領域の内容は､ わが国ではあまり変化がないが､ その他の国は化学領域同様に1980年代前半になっ
て重要とみなすようになる傾向があった｡ 地学領域の内容については1960年代後半のデータが不備
である国が多いため明言できないが､ 1980年代には低学年の時点から重要な内容であるという認識
がなされている｡
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図１−４

地学領域の内容に対する重要度の経年変化 (IEA 国際理科教育調査)

特徴のある国をあげると､ アメリカは内容ごとの平均値が各領域ともに高く､ 実際の履修率はと
もかく､ すべての領域を重要視していることが読みとれる｡ また､ イギリスおよびオーストラリア
では1980年代以降､ 理科の内容の重要度が高まっていることがデータから読みとれる｡
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1990年代前半における各国の理科教育課程の内容
1995年調査 (TIMSS1995) の際に調査した表２に示す78項目について､ 初等・中等教育段階の

全学年において取扱いの有無と程度 (｢主要な内容として取り扱っている｣ ｢取り扱う｣ ｢履修しな
い｣ から選ぶ) のデータを精査した｡ わが国の理科教育課程と比較するために取り上げた国は､ カ
ナダ､ フランス､ ドイツ､ イタリア､ 韓国､ ロシア､ シンガポール､ アメリカであった｡ なお､ ド
イツは州によってカリキュラムが異なっていたため､ 代表としてノルトライン−ウェストファーレ
ン州のデータを用いた｡ また､ シンガポールは中等教育段階で ｢速習／特別｣ コースと ｢普通｣ コー
スに生徒を分け､ 異なるカリキュラムで指導していたため､ データも別個に扱った｡
なお､ ここで取り上げた国や州が定めた初等・中等教育前期段階での理科の授業時数は､ 第４学
年 (小学校４年) で週当たり2.0〜2.7時間 (わが国は2.2時間)､ 第８学年 (中学校２年) で週当た
り2.0〜3.5時間 (わが国は2.5時間) であり､ 授業時数としては各国・州ともほぼ同様であった (国
立教育研究所, 1997､ 1998)｡
TIMSS1995で調査した78項目について､ 初等・中等教育段階の全学年における取扱いの有無と
程度を国ごとに示した約60ページに及ぶ表 (猿田, 2003) は紙数の都合で掲載できないため､ わが
国の特徴のみについて述べる｡ なお､ わが国のデータは平成元 (1989) 年告示の学習指導要領で扱っ
た内容をもとに報告されたものであった｡
これらのデータを見ると､ ｢物質の分類｣ ｢物質の物理的特性｣ ｢物質の化学的特性｣ ｢熱と温度｣
｢音｣ ｢光｣ ｢電気｣ ｢磁気｣ ｢物理的変化｣ は､ わが国では小学校および中学校にまたがる複数学年
で主要な内容として扱われる内容であった｡ 韓国の内容の扱いはわが国によく似ているが､ わが国
ほど複数学年で反復履修するスパイラル式での取扱いは行っていなかった｡ 生物領域､ 地学領域に
おいては､ ｢惑星｣ ｢生物の成長サイクル｣ ｢生殖｣ などが､ わが国においてスパイラル式で扱った
内容であった｡
表２
１. １

理科の内容項目 (IEA 第３回国際数学・理科教育調査：TIMSS1995)

地球科学

1.1.1.1

構成 (地殻､ マントル､ 核および金属や鉱物の分布)

1.1.1.2

地形 (山地､ 峡谷､ 大陸)

1.1.1.3

水域 (海洋､ 湖､ 湖沼､ 海底､ 河川)

1.1.1.4

大気圏の空気の層 (電離圏､ 成層圏､ 等)

1.1.1.5

岩石､ 土壌 (土壌の種類､ 土壌形成､ 土壌の pH､ 岩石分類､ 特殊な岩石およびその用途)

1.1.1.6

氷河の形成 (氷河､ 氷山､ 南極地方)

1.1.2.1

天気と気候 (天気図､ 天気予報､ ハリケーン､ 四季)

1.1.2.2

物理的循環 (岩石の循環､ 水の循環)

1.1.2.3

造成と破壊 (プレートテクトニクス､ 地震､ 火山)

1.1.2.4

地球の歴史 (地質時代､ 化石燃料と鉱物資源)

1.1.3.1

太陽系の地球 (地球・太陽・月の系､ 夜・昼､ 潮の干満､ 北半球と南半球､ 季節)

1.1.3.2

太陽系の惑星 (惑星の特性､ 太陽系の惑星の順序)

1.1.3.3

太陽系の外部 (銀河系､ ブラックホール､ 準星､ 恒星のタイプ､ 星座)

1.1.3.4

宇宙の進化 (宇宙の起源・歴史・未来)
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１. ２

生命科学

1.2.1.1

植物､ 菌類 (植物と菌類の種類)

1.2.1.2

動物 (動物の種類)

1.2.1.3

その他の動物 (微生物の種類)

1.2.1.4

器官､ 組織 (循環系､ 植物の葉､ 運動系､ 目､ 耳)

1.2.1.5

細胞 (細胞膜､ 細胞核､ ミトコンドリア､ 液胞)

1.2.2.1

エネルギーの代謝 (エネルギーの獲得､ 貯蔵､ 変換−光合成､ 呼吸作用､ 生合成 [タンパク質､ 炭水
化物､ 脂肪等]､ 消化､ 排泄)

1.2.2.2

感覚と反応 (バイオフィードバック､ 恒常性 (ホメオスタシス)､ 感覚系､ 刺激に対する反応 [例：
神経系と脳])

1.2.2.3

細胞の生化学的プロセス (細胞機能の調節､ 代謝､ タンパク合成､ 酵素)

1.2.3.1

生活環 (植物・昆虫などの生活環､ 成長､ 発生､ 生殖､ 分散､ 老化､ 死､ 細胞分裂､ 細胞分化)

1.2.3.2

生殖 (植物・動物の生殖､ 無性・有性生殖)

1.2.3.3

変異と遺伝 (メンデル・非メンデル遺伝学､ 数量遺伝､ 集団遺伝学)

1.2.3.4

進化､ 種分化､ 多様性 (進化の証拠､ 進化の効果､ 進化の過程 [例：適応､ 自然選択]､ 種の本質､
家畜化､ 多様性の意義)

1.2.3.5

遺伝生化学 (遺伝子の概念､ DNA／RNA､ 遺伝形質発現､ 遺伝子工学)

1.2.4.1

生物圏と生態系 (ツンドラ､ 雨林､ サバンナ､ 湿地､ タイドプール)

1.2.4.2

生息地と生態的地位 (絶滅寸前の種の生息地､ 種の生態的地位)

1.2.4.3

生物の相互依存性 (食物網・連鎖､ 共生関係､ 人間の影響)

1.2.4.4

動物の行動 (鳥の渡り､ 配偶選択､ 育児､ 動物の群生 [例：ミツバチの巣､ 象の群])

1.2.5.1

栄養摂取 (食物中のビタミンおよびミネラル)

1.2.5.2

疾病 (疾病の種類､ 原因､ 防止)

１. ３

物質科学

1.3.1.1

物質の分類 (均一物質と不均一物質､ 元素､ 化合物､ 混合物､ 溶液)

1.3.1.2

物理的特性 (重量､ 質量､ 物質の状態､ 金属の展性､ 硬度､ 形状)

1.3.1.3

化学的特性 (周期表､ 酸性度､ 反応性､ 原子スペクトル､ 有機・無機)

1.3.2.1

原子､ イオン､ 分子 (さまざまな物質の主成分としての原子､ イオン､ 分子)

1.3.2.2

巨大分子､ 結晶体 (ポリマー､ 生物学的分子の形状・機能､ 結晶構造)

1.3.2.3

原子構成粒子 (電子､ 陽子､ 中性子)

1.3.3.1

エネルギーの種類､ エネルギー源､ エネルギーの変換 (位置エネルギーと運動エネルギー､ 化学的エ
ネルギー､ 原子力､ 化石燃料､ 水力発電､ エネルギーの変換､ エネルギーと仕事､ エネルギー効率)

1.3.3.2

熱と温度 (温度目盛､ エネルギーの形態としての熱､ 熱と温度)

1.3.3.3

波動現象 (波の性質､ 波の種類 [例：IR､ UV]､ 波の相互作用)

1.3.3.4

音と振動 (音の伝達､ 音響学､ 高調波)

1.3.3.5

光 (光の性質､ 光学､ 光度､ 反射､ 屈折)

1.3.3.6

電気 (静電気､ 電界､ 交流と直流､ 電気回路)

1.3.3.7

磁気 (磁石と磁界､ 磁気特性)

1.3.4.1

物理的変化 (気体の法則､ 物質の状態変化､ 混合)

1.3.4.2

物理的変化の説明 (沸騰､ 凝固､ 溶解等の一般的説明)

1.3.4.3

運動理論 (分子論)

1.3.4.4

量子論と基本粒子 (光の量子的性質､ 光電効果)

1.3.5.1

化学変化 (化学変化の定義､ 反応の様式 [例：置換､ 酸塩基､ 酸化還元等])

1.3.5.2

化学変化の説明 (イオン結合・共有結合､ 電子構造､ 電気陰性度)

1.3.5.3

変化速度と平衡 (試薬濃度､ 反応条件､ 動的平衡)

1.3.5.4

エネルギーと化学変化 (活性化エネルギー､ 発熱反応と吸熱反応)

1.3.5.5

有機的生化学的変化 (有機化合物の種類､ 有機反応､ 生化学)

1.3.5.6

核化学 (核分裂､ 核融合､ アイソトープ､ 半減期､ 質量変換・エネルギー変換)

1.3.5.7

電気化学 (一次電池・二次電池､ 電解､ 酸化還元反応)
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1.3.6.1

力の種類 (重力､ 摩擦力､ 遠心力)

1.3.6.2

時間､ 空間と運動 (時間測定､ 運動の種類 (直線・回転)､ 運動の説明 (等速運動､ 加速度､ 運動量､
運動の基準系))

1.3.6.3

運動力学 (つり合った力とつり合わない力､ 作用・反作用､ 運動量と衝突)

1.3.6.4

相対性理論 (質量・エネルギー・速度の関係､ 光速度の説明､ 光速度における旅行と時刻との関係
(双子のパラドックス))

1.3.6.5

流体の運動 (水力学､ ベルヌーイの定理､ 気体力学)

１. ４

科学と技術と数学

1.4.1

技術の本質・概念 (ニーズと機会についての認識､ 設計起案､ 設計と作製､ 評価)

1.4.2.1

科学における数学､ 技術の影響 (科学的思考の発展および科学的実用における数学と技術の貢献に関
する情報､ 例えば新しい数学および技術により､ 新しい問題を研究し､ また新しい方法でデータ分析
を行うことを科学において可能にする)

1.4.2.2

数学や技術における科学の応用 (数学および技術の発展と実用における科学的貢献に関する情報､ 例
えば､ 微積分､ 伝統的機械工学､ 工業のプロセス､ 単純な機械・測定器−温度計､ ガイガーカウンター
などの開発)

1.4.3.1

科学と技術の社会への影響 (科学技術的進歩による社会的､ 経済的､ 倫理的影響､ 例えば､ 科学的概
念のダーウィニズムなど社会思想に及ぼす影響､ コンピュータの生活様式への影響)

1.4.3.2

社会の科学技術に及ぼす影響 (科学技術の方向や発展に及ぼす社会の影響に関する情報､ 例えば､ 遺
伝子工学研究に関する論争､ 研究での動物の使用)

１. ５
1.5

１. ６

科学技術史 (有名な科学者､ 古典となった実験､ 科学的思考の歴史的展開､ 産業革命､ 古典的発明)
科学技術史 (有名な科学者､ 古典となった実験､ 科学的思考の歴史的展開､ 産業革命､ 古典的発明)

科学に関わる環境および資源問題

1.6.1

汚染 (酸性雨､ 熱汚染､ 地球温暖化)

1.6.2

土地､ 水､ および海洋資源の保全 (多雨林､ 老木林､ 水資源)

1.6.3

材料資源およびエネルギー資源の保存 (化石燃料と代替エネルギー資源､ アルミニウムのリサイクル)

1.6.4

世界の人口 (人口統計､ 動向：世界人口増加の影響､ 例えば､ 世界的飢餓､ 伝染病)

1.6.5

食糧生産､ 貯蔵 (農耕法､ 食糧の需要供給)

1.6.6

天災の影響 (ハリケーン／台風､ 火山､ 干ばつなどの環境破壊)

１. ７

科学の本質

1.7.1

科学的知識の本質 (科学的方法､ 検証しなければならない知識､ 変化する可能性のある知識)

1.7.2

科学的世界観 (倫理規範と意志決定､ 職業的交流､ 科学者専門集団､ 大規模研究プロジェクトにおけ
る陣容と研究過程)

１. ８

科学と他の分野

1.8.1

科学と数学 (科学カリキュラムにおける数学の指導)

1.8.2

科学と他の教科 (科学カリキュラムと言語学､ 社会学､ 美術との合科､ 例として､ 塗装についての化
学の導入､ 音楽や美術を使った科学概念の表現や図解､ 他文化における科学の役割についての学習､
科学概念を図解する修辞法として物語の制作)
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2000年代に入ってからの各国の理科教育課程の内容
ここでは最新の調査である ｢国際数学・理科教育動向調査の2003年調査結果 (TIMSS2003)｣ に

おける理科教育課程調査の結果について述べる｡
TIMSS2003においては､ 表３に示した69項目の理科の内容について履修学年と小学校４年ある
いは中学校２年の調査対象学年における実際の履修率について各国の状況を調べている (Martin,
2004)｡
表３

理科の内容項目 (TIMSS2003)

物理・化学 (30項目)
１) 物理的性質に基づいた物体や材
料の分類
２) 物質の分類と構成

生物 (21項目)
31) 生物の種類､ 特徴および分類

地学 (18項目)
52) 岩石､ 鉱物､ 土､ 土壌

32) 人間や他の動物の主な身体構造
とその機能

53) 地球の構造と物理的特徴

３) 金属の特性と用途

33) 外部環境や活動に応じた身体反
応

54) 地球上の水

４) 混合物の生成と分離

34) 体内環境の恒常性維持のために
機能するシステム
35) 細胞の構造と機能
36) 光合成と呼吸

55) 空気

５) 溶液の性質
６) 物質の構造
７) 水の特性と利用法
８) 一般的な酸とアルカリの性質と
用途
９) 化学的変化と物理的変化
10) 化学変化
11) 一般的な酸化反応での酸素の必
要性
12) 身近な化学変化の分類
13) 物質の状態とその物理的性質の
違い
14) 加熱と冷却による水の状態変化
15) 物質の状態と変化
16) 融解､ 凝固､ 蒸発､ 凝縮の過程
17) 一般的なエネルギー源・形態と
実際の利用法
18) エネルギーの種類､ 源､ 変換
(熱移動を含む)
19) 熱の流動と温度
20) 熱膨張と体積や圧力の変化
21) 一般的な光源と関係のある現象

37) 身近な生物の一生における一般
的な段階
38) 生物の一生 (人間､ 植物､ 鳥類､
昆虫を含む)
39) 植物と動物の生殖
40) 生殖と遺伝､ 遺伝形質と獲得形
質
41) 種の生存・絶滅における変異と
適応の役割
42) 植物と動物の身体的特徴､ 行動､
生存
43) 生態系における相互作用
44)
45)
46)
47)

生態系における生物の相互作用
自然界での物質の循環
人口の変化と環境への影響
環境の変化

48) 伝染病の伝染の仕方
49) 一般的な感染症
50) 予防医学の方法
51) 食生活や運動など健康を維持す
る方法

22) 光の基本的性質と作用
23) 音の性質
24) 電気と電気回路の一般的な利用
法
25) 電気回路および電圧と電流の関
係
26) 磁石
27) 永久磁石と電磁石の性質
28) 物体を動かす力
29) 力と運動､ 距離・時間グラフの
利用
30) 密度や圧力の効果
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56) 地球の大気
57) 地球の景観の一般的特徴と人間
による利用との関係
58) 地球の天然資源の利用と保全
59) 地球の水循環
60) 岩石の循環過程と岩石の形成
61) 気象条件の日々の変化と季節変
化
62) 気候データと天気図､ 気候パター
ンの変化
63) 数十億年にわたる地質学的プロ
セス
64) 動物や植物の化石
65)
66)
67)
68)

化石と化石燃料の形成
地球上の現象の説明
地球の物理的特徴
太陽系

69) 恒星としての太陽

詳細な分析を行うにあたっては､ Ｇ８諸国および理科の成績が良かった国を抜粋し､ 小学校４年
は参加国25か国・地域のうち17か国・地域､ 中学校２年は参加46か国・地域のうち20か国・地域を
取り上げた｡ TIMSS2003で調査した全項目について､ 初等・中等教育段階の各学年における内容
の取扱いの有無を国ごとに示した約40ページに及ぶ表 (猿田, 2005) は紙数の都合で掲載できない
ため､ 主な特徴のみについて述べる｡
なお､ ここで取り上げた国・地域が定めた初等・中等教育前期段階での理科の授業時数が全授業
時数に占める割合は､ 第４学年 (小学校４年) で５〜15％ (わが国は10％)､ 第８学年 (中学校２
年) で７〜25％ (わが国は11％) であり､ 第８学年でばらつきが大きくなる傾向がみられた (国立
教育研究所, 2005)｡
理科教育課程で規定された指導学年は､ 内容項目によって､ 国によって､ ばらつきが異なる｡ ま
た実際の履修率にもばらつきがみられる｡ 理科得点が高かったシンガポール､ 台湾､ 韓国､ 香港は､
わが国と異なり､ ほとんどの内容項目を単独の学年で指導することになっている｡ 他では理科得点
が高かったエストニアは､ わが国と同じように幅広い学年で指導する傾向がある｡ 学力調査の対象
学年におけるわが国の履修率が国際平均値よりも30ポイント以上高い内容項目をあげると､ 小学校
４年では ｢磁石｣ ｢電気および電気回路の一般的な利用法｣､ 中学校２年では ｢光の基本的性質と作
用｣ ｢音の性質｣ ｢電気回路および電圧と電流の関係｣ ｢永久磁石と電磁石の性質｣ であり､ いずれ
も物理領域の内容項目で国際平均値を大きく上回っている｡
逆に､ 国際平均値よりも30ポイント以上低い内容項目をあげると､ 小学校４年では､ ｢物理的特
性による物質や材料の分類｣ ｢混合物の生成と分離｣ ｢化学的変化と物理的変化｣ ｢物体を動かす力｣
｢人間や他の生物の主な身体構造とその機能｣ ｢外部環境や活動に応じた身体反応｣ ｢生態系におけ
る相互作用｣ ｢環境の変化｣ ｢伝染病の伝染の仕方｣ ｢食生活や運動など健康を維持する方法｣ ｢岩石､
鉱物､ 土､ 土壌｣ ｢空気｣ ｢地球の景観の一般的特徴と人間による利用との関係｣ ｢地球の天然資源
の利用と保全｣ ｢地球の水循環｣ ｢気象条件の日々の変化と季節変化｣ であり､ 健康､ 病気､ 環境な
ど実用的な内容項目で国際平均値を大きく下回っている｡
中学校２年では ｢物質の状態と変化｣ ｢エネルギーの種類､ 源､ 変換｣ ｢力と運動､ 距離・時間グ
ラフの利用｣ ｢身近な化学変化の分類｣ ｢細胞の構造と機能｣ ｢生殖と遺伝､ 遺伝形質と獲得形質｣
｢種の生存・絶滅における変異と適応の役割｣ ｢自然界での物質の循環｣ ｢一般的な感染症｣ ｢予防医
学の方法｣ ｢地球の水循環｣ ｢地球上の現象の説明｣ ｢地球の物理的特徴｣ ｢恒星としての太陽｣ ｢人
口の変化と環境への影響｣ ｢天然資源の利用と保全｣ ｢環境の変化｣ が国際平均値を30ポイント以上
下回っている｡ 履修率が低かった理由は､ これらの項目のうち大部分が中学校３年で扱う内容であ
り､ 未履修であったことが考えられる｡
また表４−１から表４−３には､ TIMSS2003の参加国・地域の中でＧ８諸国および成績の良かっ
た13か国・地域 (日本､ 台湾､ 香港､ シンガポール､ オーストラリア､ ニュージーランド､ イギリ
ス､ イタリア､ ノルウェー､ ハンガリー､ ラトビア､ リトアニア､ ロシア) の履修学年を集計した
表を掲載している｡ 網掛けを施した学年において４分の１以上の国・地域が履修していることを示
し､ わが国の履修学年は太字で示した国数に含まれている｡
これらの表から､ 2003年当時､ わが国は物理・化学領域では各内容項目の履修学年が各国・地域
の履修学年とほぼ重なることが分かった｡ しかしながら､ 特に生物領域において､ わが国の履修学
年が遅れている項目が目立っている｡ たとえば､ ｢細胞の構造と機能｣ ｢種の生存・絶滅における変
異と適応の役割｣ ｢生態系における生物の相互作用｣ は第６〜８学年で履修する国が多いが､ わが
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表４−１

理科の内容項目に対する履修学年−物理・化学領域− (TIMSS2003)
各学年で履修する国の数 (13か国・地域中)

内

容

項

目

注) 網掛けは13か国中４か国以上 (25％以上) が履修している
学年であることを示し､ 淡色は４〜６か国 (25％以上50％未満)､
濃色は７か国以上 (50％以上) を示す｡ わが国の履修学年は太
字で示した学年に含まれている｡

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

１) 物理的性質に基づいた物質や材料の分類

1

4

4

8

7

2

3

2

3

2

1

1

1

２) 物質の分類と構成

1

1

1

2

2

4

4

6

6

4

1

1

1

1

2

4

4

1

3

2

4

3

1

1

1

1

4

2

3

2

4

4

1

1

1

1

５) 溶液の性質

3

4

7

4

3

1

1

1

６) 物質の構造

1

2

5

7

4

1

1

1

2

2

7

6

1

1

2

2

3

3

7

4

3

1

1

5

4

4

3

2

1

1

1

2

3

4

9

4

2

1

1

11) 一般的な酸化反応での酸素の必要性

2

3

9

4

3

2

1

12) 身近な化学変化の分類

1

2

4

3

6

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

5

6

2

1

1

1

2

5

5

3

2

2

1

2

4

3

1

1

2

1

1

2

3

7

6

5

2

2

1

4

1

1

2

1

1

1

1

1

8

4

1

2

2

2

2

2

2

4

2

1

1

1

2

5

4

8

3

1

1

1

３) 金属の特性と用途
４) 混合物の生成と分離

７) 水の特性と利用法

1

6

7

８) 一般的な酸とアルカリの性質と用途
９) 化学的変化と物理的変化

1

1

10) 化学変化

5

1

13) 物質の状態とその物理的性質の違い

1

6

6

14) 加熱と冷却による水の状態変化

1

8

6

15) 物質の状態と変化

1

1

1

1

16) 融解､ 凝固､ 蒸発､ 凝縮の過程

1

17) 一般的なエネルギー源・形態と実際の利用法

1

1

1

1

18) エネルギーの種類､ 源､ 変換 (熱移動を含む)
19) 熱の流動と温度

1

2

4

5
1

20) 熱膨張と体積や圧力の変化
21) 一般的な光源と関係のある現象

1

22) 光の基本的性質と作用

1

23) 音の性質

1

1

24) 電気と電気回路の一般的な利用法

2

25) 電気回路および電圧と電流の関係

1

26) 磁石

1

27) 永久磁石と電磁石の性質
28) 物体を動かす力

1

2

29) 力と運動､ 距離・時間グラフの利用

1

1

2

4

1

1

1

1

1

1

3

4

6

2

1

2

1

2

6

6

2

1

2

4

2

1

1

1

2

1

2

2

2

11

3

1

1

1

3

5

1

1

1

1

3

1

1

2

1

4

4

5

8

5

1

1

1

2

3

2

1

4

4

2

2

1

1

1

3

4

7

4

4

2

1

1

6

6

2

1

2

1

3

1
1

30) 密度や圧力の効果
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表４−２

理科の内容項目に対する履修学年−生物領域− (TIMSS2003)
各学年で履修する国の数 (13か国・地域中)

内

容

項

目

注) 網掛けは13か国中４か国以上 (25％以上) が履修している
学年であることを示し､ 淡色は４〜６か国 (25％以上50％未満)､
濃色は７か国以上 (50％以上) を示す｡ わが国の履修学年は太
字で示した学年に含まれている｡

K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

4

7

6

6

7

9

6

2

1

1

1

2

6

9

6

7

8

7

5

2

2

1

33) 外部環境や活動に応じた身体反応

2

4

5

3

7

3

3

3

2

1

1

34) 体内環境の恒常性維持のために機能するシステム

1

2

1

1

4

4

6

2

2

1

1

4

5

5

1

3

2

2

1

2

4

7

9

1

2

1

1

31) 生物の種類､ 特徴および分類
32) 人間や他の動物の主な身体構造とその機能

1

35) 細胞の構造と機能
36) 光合成と呼吸
37) 身近な生物の一生における一般的な段階

1

38) 生物の一生 (人間､ 植物､ 鳥類､ 昆虫を含む)

3

6

7

3

4

4

3

3

1

1

1

1

4

4

4

5

8

4

2

2

1

1

2

4

5

4

4

4

4

2

2

1

1

3

3

5

6

4

3

2

1

3

4

5

6

3

3

2

1

39) 植物と動物の生殖
40) 生殖と遺伝､ 遺伝形質と獲得形質
41) 種の生存・絶滅における変異と適応の役割
42) 植物と動物の身体的特徴､ 行動､ 生存

1

1

43) 生態系における相互作用

3

5

2

5

2

1

2

1

1

1

3

4

2

5

3

3

2

1

1

1

3

6

8

7

2

2

1

1

2

6

6

8

3

1

1

1

1

2

4

2

3

44) 生態系における生物の相互作用
45) 自然界での物質の循環

1

46) 人口の変化と環境への影響

1

47) 環境の変化

2

1

3

6

4

5

4

8

5

3

1

1

48) 伝染病の伝染の仕方

1

1

2

4

3

4

2

3

2

1

1

1

1

49) 一般的な感染症

1

1

2

1

2

4

3

5

5

3

2

2

1

50) 予防医学の方法

1

1

2

1

2

3

4

4

4

3

2

1

1

51) 食生活や運動など健康を維持する方法

1

2

3

3

6

2

1

2

1

1

1

1

1

国は第９学年 (中学校３年) で履修している｡ また､ 伝染病や感染症､ 予防医学や食生活等に関す
る内容はわが国の理科では履修しない内容となっている｡
さらに､ わが国では小・中学校をまたがって複数学年で履修する項目がほとんどであるのに対し
て､ 台湾､ 香港､ シンガポールでは初等教育および中等教育前期を通して単独の学年で履修を終え
る項目がほとんどである｡ 具体的にデータをみると､ 物理・化学領域の30項目のうち､ わが国にお
いて単独の学年で履修するのは､ ｢物質の構造｣ (中２)､ ｢身近な化学変化の分類｣ (中３)､ ｢融解､
凝固､ 蒸発､ 凝縮の過程｣ (中１)､ ｢一般的なエネルギー源・形態と実際の利用法｣ (中３)､ ｢エネ
ルギーの種類､ 源､ 変換 (熱移動を含む)｣ (中３)､ ｢磁石｣ (小３) の６項目であるのに対して､
台湾26項目､ 香港29項目､ シンガポール26項目に及び､ ほとんどの内容を初等教育あるいは中等教
育前期段階における単独の学年で履修する形態を採用している｡ 生物領域は21項目のうち､ 小・中
学校を通して単独の学年で履修するのは､ わが国の６項目 (｢体内環境の恒常性維持のために機能
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表４−３

理科の内容項目に対する履修学年−地学領域− (TIMSS2003)
各学年で履修する国の数 (13か国・地域中)

内

容

項

目

注) 網掛けは13か国中４か国以上 (25％以上) が履修している
学年であることを示し､ 淡色は４〜６か国 (25％以上50％未満)､
濃色は７か国以上 (50％以上) を示す｡ わが国の履修学年は太
字で示した学年に含まれている｡

K

1

52) 岩石､ 鉱物､ 土､ 土壌

2

3

4

5

6

7

8

4

4

4

3

2

4

2

1

4

4

6

53) 地球の構造と物理的特徴

9

10

11

12

1

1

1

2

1

1

1

5

7

4

5

6

5

1

1

1

1

2

5

3

4

3

2

1

1

1

1

1

1

4

5

5

2

1

1

1

6

7

2

1

2

1

1

1

1

1

58) 地球の天然資源の利用と保全

3

4

2

5

5

8

5

4

1

1

59) 地球の水循環

5

7

5

2

6

6

1

1

1

1

1

6

3

2

2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

4

8

5

1

1

1

1

5

6

2

1

1

1

1

1

1

54) 地球上の水

1

55) 空気
56) 地球の大気
57) 地球の景観の一般的特徴と人間による利用との関係

1

2

60) 岩石の循環過程と岩石の形成
61) 気象条件の日々の変化と季節変化

2

4

5

62) 気候データと天気図､ 気候パターンの変化
63) 数十億年にわたる地質学的プロセス

1

64) 動物や植物の化石

1

2

2

65) 化石と化石燃料の形成
66) 地球上の現象の説明

1

1

1

4

67) 地球の物理的特徴
68) 太陽系

2

69) 恒星としての太陽

3

4

7

1

1

1

2

2

4

1

5

5

4

1

2

1

1

3

5

2

5

2

2

2

1

1

1

1

4

3

2

2

1

4

2

1

2

1

1

1

1

2

2

1

6

2

1

2

1

するシステム｣ (中２)､ ｢細胞の構造と機能｣ (中３)､ ｢種の生存・絶滅における変異と適応の役割｣
(中３)､ ｢植物と動物の身体的特徴､ 行動､ 生存｣ (中３)､ ｢生態系における相互作用｣ (中３)､
｢環境の変化｣ (中３)) に対して､ 台湾16項目､ 香港17項目､ シンガポール13項目に及ぶ｡ 地学領
域の18項目では､ わが国の６項目 (｢地球の構造と物理的特徴｣ (中１)､ ｢地球の大気｣ (中１)､
｢岩石の循環過程と岩石の形成｣ (中１)､ ｢数十億年にわたる地質学的プロセス｣ (中１)､ ｢地球の
物理的特徴｣ (中３)､ ｢恒星としての太陽｣ (中３)) に対して､ 台湾16項目､ 香港13項目に及び､
シンガポールは地学領域の18項目中10項目しかもともと履修しないが､ その10項目のうち８項目が
単独の学年での履修となっている｡


1960年代以降のわが国の理科教育課程における指導内容の特徴
IEA の国際理科教育調査による各国の理科教育課程における内容の比較から､ 1960年代から現

在に至るまでのわが国の理科教育課程における指導内容の特徴を明らかにすることができた｡ それ
は､ 次のようにまとめることができよう｡
①

1960年代後半から1980年代前半にかけては､ 各国の理科教育課程において､ 従来どちらかと
41

いうと軽視してきた小学校の内容を充実させる傾向があったのに対して､ わが国は以前より小
学校低学年から理科を履修させ､ また内容領域もバランスのとれたものにするよう配慮されて
きた経緯があり､ 内容の重要度も各国と比べて安定した推移を示していた｡
②

1990年代前半におけるわが国の理科の教育課程の特徴は､ ｢物質の分類・特性｣ ｢熱と温度｣
｢音｣ ｢光｣ ｢電磁気｣ ｢生物の成長や生殖｣ ｢惑星｣ という内容は､ 小学校から中学校にかけて
複数学年で主要な内容として扱われるというスパイラル式の内容配置がとられていた｡ ただし､
内容をスパイラル式で学校段階をまたがって扱うことは､ わが国だけでなく､ 内容によっては
他の国にもみられること､ ｢物質の性質｣ や ｢電磁気｣ ｢光｣ ｢音｣ など基本的な内容について
は､ 多くの国で初等教育段階から中等教育後期段階まで取り扱う期間の幅が広いことが明らか
となった｡

③

現在のわが国の理科の教育課程の特徴は､ 国際比較調査で理科得点が高かった台湾､ 香港､
シンガポールといったアジア諸国が理科の内容項目のほとんどを単独の学年のみで指導するこ
とになっているのに対して､ 小・中学校という学校段階をまたがった複数学年で指導するよう
に内容配列されたスパイラル式を採用していることである｡

４. 今後重要とされる科学的リテラシーの方向性


理科教育課程における内容の配列について
IEA の国際調査から見えてくる成績上位のアジア諸国の理科教育課程における内容配列の特徴

としては､ わが国のようなスパイラル式の内容配置ではなく､ 単独の学年のみで指導する内容項目
がほとんどであることを挙げることができる｡
たとえば､ 物理領域の内容である ｢光の基本的性質と作用｣ は､ わが国では平成10・11 (1998・
1999) 年告示の学習指導要領において小学校３年､ 中学校１年､ 高等学校物理で指導することになっ
ているが､ 表５に示すように諸外国をみると､ 台湾､ シンガポール､ ハンガリー､ ロシアなどでは
第８学年で､ 香港などでは第９学年で指導することになっている｡ 主要国の例外は､ イングランド
の第 K (幼稚園段階)､ ２､ ５､ ６学年であるが､ 旧東欧圏諸国を含め､ ほとんどの国において前
期中等教育段階の指導内容となっている｡ このスパイラル式の内容配置という理科教育におけるわ
が国の伝統的特徴は､ ある科学概念を現象的な理解から理論的な理解へと発展させながら定着させ
るだけではなく､ 主要な科学概念を題材に観察・実験を通して科学的思考や科学的態度を育成する
ために､ 学校段階を貫いて配置するという目的を含んでいるものと考えられる｡ 小学校および中学
校の理科教師に対するアンケート調査 (猿田, 2003) の自由記述回答にも､ スパイラル式の内容配
置を要望する声が多いものの､ 反対意見はみられない｡ したがって､ 基本的な内容についてはスパ
イラル式の内容配列が今後も継承されるものと思われる｡
また､ 科学概念の系統性を考慮する必要性があることはもちろんであるが､ 理科教育で育成すべ
き資質・能力の面からも内容配列を考える必要性が現場でのアンケート調査の結果からも指摘され
ている｡ 観察や実験から得られる事実にもとづいた科学的なものの見方や考え方を軸として､ 論理
的思考､ 問題解決能力などを育成するために適した内容を選び､ どの学年に配置するかを考えるこ
とが必要であるという考え方である｡ この考え方に立てば､ さまざまな科学的事項を網羅的に教育
内容とするのではなく､ 科学的な見方・考え方を育成するために必要な科学的概念に絞ることが肝
要となろう｡
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表５

理科教育課程における ｢光の基本的性質と作用｣ の履修学年 (TIMSS2003)
内容の履修学年

光の基本的性質
と作用

注) 網掛けは義務教育期間を示し､ 淡色は初等
教育､ 濃色は中等教育を示す｡

中等教育前期までにおける理科の分科科目の状況
注) 記載のない場合は､ 中等教育前期まで一般理科
あるいは総合理科を履修していることを示す｡

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
日本

●

●

台湾

● ● ●
●

香港

第７学年：生物､ 第８学年：物理､ 化学

●

シンガポール

●

オーストラリア
ニュージーランド
イングランド

● ● ● ●
●

●

イタリア
ノルウェー

● ●
● ● ●

●

●

ハンガリー

●

第７−８学年：物理､ 化学､ 生物､ 地学

ラトビア

● ●

第６−８学年：生物､ 第８学年：物理､ 化学

リトアニア
ロシア



● ● ● ●

第５−６学年：総合科学 ｢自然と人間｣､ 第６−８学年：地
理､ 第７−８学年：物理､ 生物､ 第８学年：化学

●

第６−８学年：生物､ 地理､ 第７−８学年：物理､ 第８学年：
化学

今後の理科教育課程における科学的リテラシーの重要性について
上述したように､ 科学的内容の配列を考慮する以外に､ 科学的なものの見方や考え方を育成する

という目的に応じた内容配列の必要性が今後のキーポイントであろうと思われる｡ そこには､ 理科
教育を通して育成された資質・能力を新しい場面に生かして､ より良く解決することができるよう
な ｢生きる力｣ につながる能力の重要性が指摘される｡
この能力としては､ PISA 調査において ｢疑問を認識し､ 新しい知識を獲得し､ 科学的な事象を
説明し､ 科学が関連する諸問題について証拠に基づいた結論を導き出すための科学的知識とその活
用｡ 科学の特徴的な諸側面を人間の知識と探究の一形態として理解すること｡ 科学とテクノロジー
が我々の物質的､ 知的､ 文化的環境をいかに形作っているかを認識すること｡ 思慮深い一市民とし
て､ 科学的な考えを持ち､ 科学が関連する諸問題に､ 自ら進んで関わること｡｣ として定義されて
いる科学的リテラシー (国立教育政策研究所, 2007) に近いものがあろう｡ 今後の理科教育におい
て､ この種の応用力を育成するには､ 基本的な知識を基盤として習得させるとともに､ 環境問題や
エネルギー・資源問題などの科学の諸領域を複合的に含んだ内容を理科教育で取り上げ､ 科学的な
根拠をもとに新たな課題を解決していく問題解決能力､ そして､ その基盤となる科学的思考力や論
理的思考力を育成することが必要になってくるであろう｡
また一方で､ 21世紀の国際社会に通用する人材を育てる観点からは､ 2004年４月にチリで開催さ
れた APEC (アジア太平洋経済協力) の教育大臣会合に提出された資料が､ わが国の今後の理科
教育課程を考える上で貴重なデータを提供してくれる (表６)｡
参加14か国・地域において､ 理科教育課程を改善する上で優先すべき事項としてあげる割合が高
かったのは ｢概念の理解｣ ｢観察・実験の重視｣ ｢教科内容｣ ｢実世界における諸問題｣ ｢科学的問題
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表６

理科教育課程を改善する際の優先事項の東洋・西洋の違い−賛成国の割合 (％)
東洋諸国
N＝9

西洋諸国
N＝5

全 体
N＝14

教科内容

67

60

64

概念の理解

67

80

71

観察・実験の技能

67

20

50

実世界における諸問題

67

60

64

自然科学に対する個人的責任と態度

44

20

36

少ない内容を深く教えること

22

60

36

計算および手続き的な技能

33

20

29

統計およびデータ処理

44

20

36

中等学校における一般理科の修得の徹底

44

20

36

観察・実験の重視

89

40

71

科学的問題を解決し､ 説明すること

67

60

64

理科の宿題の量

22

20

21

理科のグループ課題の量

33

20

29

理科教育課程の改善の際の優先事項

APEC 教育大臣会合準備会合の ｢理数科学習の活性化｣ 分科会参加国・地域
東洋：中国､ 香港､ インドネシア､ 日本､ 韓国､ フィリピン､ シンガポール､ 台湾､ タイ
西洋：オーストラリア､ カナダ､ チリ､ ニュージーランド､ アメリカ

を解決し､ 説明すること｣ であった｡ その中で､ ｢観察・実験の重視｣ については､ 東洋諸国９か
国中８か国 (９割) が優先すべきとしているのに対して､ 西洋諸国は５か国中２か国しか優先事項
としていないことは特徴的である｡ 一方､ 西洋諸国は ｢概念の理解｣ や ｢少ない内容を深く教える
こと｣ の面で理科の教育課程やスタンダードを充実させる傾向がみられる｡
さらに､ 理科の教育課程やスタンダードにおける東洋と西洋の違いを特徴づけるものとしては､
次の２点が指摘された (渡辺, 2004)｡
①

東洋の教育課程は内容中心で､ 西洋ではプロセス中心である｡

②

西洋では学年にこだわらない学習が一般的であるのに対して､ 東洋では各学年で学ぶべき内
容を特定する傾向がある｡

第一の特徴については､ 内容の系統性やスパイラル式の履修形態の導入とともに資質・能力や活
用力を重視しているわが国は､ 内容とプロセスのバランスを図る方向に転換しつつある｡ PISA で
定義される知識とその活用の両者を合わせ含む科学的リテラシーという考え方は､ 今後わが国の学
習指導要領で中心概念とされるであろう｡
第二の特徴については､ わが国は各学年で指導する内容を特定するという東洋の方式に従いつつ
も､ ある１学年のみで履修するのではなく､ 重要な科学的概念や内容についてはスパイラル式の形
態を採っている｡ 履修学年に幅を持たせたり､ 留年制度を取り入れたりすることは､ 各国の教育制
度や学校制度に密接に関わるものであり､ 東洋と西洋のどちらの方式が望ましいかというよりも､
児童生徒に基本的な知識や資質・能力をいかに習得させるかという点から議論すべきものであろう｡
その点で､ わが国は､ 基本的な事項については学校段階をまたがって複数学年で指導するスパイラ
ル式の指導形態を採用し､ 確実な定着を図ろうとしていると考えられるのである｡
附記１
本研究は､ 平成14年度文部科学省科学研究費補助金特定領域研究 ｢理科教育の内容とその配列に
関する基礎的・実証的研究｣ (研究代表者・猿田祐嗣､ 課題番号：14022257)､ 平成15・16年度文部
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科学省科学研究費補助金特定領域研究 ｢理科教育の内容とその配列に関する総合的研究｣ (研究代
表者・猿田祐嗣､ 課題番号：15020269)､ 平成17・18年度文部科学省科学研究費補助金特定領域研
究 ｢理科教育の内容とその配列に関する評価・開発研究｣ (研究代表者・猿田祐嗣､ 課題番号：
17011072) の支援を受けて行われた｡
なお､ 一連の研究プロジェクトには､ 教育課程研究センター基礎研究部の三宅征夫部長､ 鳩貝太
郎総括研究官､ 松原静郎総括研究官､ 研究開発部の田代直幸教育課程調査官が研究分担者として参
加し､ 研究を推進した｡
附記２
APEC 教育大臣会合に提出されたアンケート資料については､ 教育大臣会合に先駆けて2004年
１月に北京で開催された準備会合の ｢理数科学習の活性化分科会｣ に参加した14か国・地域が事前
に回答したものである｡ 日本からは文部科学省と国立教育政策研究所が参加し､ アンケートの回答
についても両者が協議のもとで作成・提出された｡ データを公表するにあたっては､ 文部科学省大
臣官房国際課の許可を得ており､ 謝意を表する次第である｡
引用文献
Keeves, J.P. (ed.) (1992), The IEA Study of Science III：Changes in Science Education and Achievement：1970
to 1984, Pergamon Press.
Martin, M.O, et. al. (2004), TIMSS 2003 International Science Report, Boston College.
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科学的リテラシーを育成する
持続可能な発展に関する教材の開発
Developing Educational Materials for Sustainable Development
to Foster Scientific Literacy

松原

静郎＊

MATSUBARA Shizuo

Abstract
Taking scientific literacy as an ability to acquire scientific knowledge and a scientific thinking
and to make judgments and decisions on scientific and technological events and phenomena, the
concepts of sustainable development and green and sustainable chemistry, which is an actual
example of sustainable development, are worth introducing to secondary schools from the
viewpoints of not only giving significance to learning science and chemistry but also cultivating judgment and decision-making abilities. This paper describes the practices of the author
and his colleagues in developing and using the educational materials at secondary schools to
teach the concept of green and sustainable chemistry through the history of some chemical industries, and the concept of sustainable development through the history of power generation.
The authors establish a framework with three objectives to be reflected to the teaching materials: to understand the duality of benefits and risks of science and technology, to have positive
thinking about science and technology through knowing the efforts of scientists and engineers,
and to show a willingness to make judgments and decisions and to be active about scientific and
technological issues. The students' descriptions of their impressions written after implementing the educational materials showed favorable reactions to the materials as well as to science
and technology. As a result of teaching approach built around the three points defined in the
framework, students learned the historical facts that scientists and engineers have been trying
to develop less hazardous methods to have senses of confidence and security in science and technology, and together with expectations for scientists and engineers, showed willingness to
start with what they could do by themselves.

はじめに
科学的リテラシーについてはいろいろな定義がなされている｡ 例えば､ わが国で科学技術リテラ
シーの育成の基礎的研究にいち早く取り組んだ大木は､ ｢新しい局面に直面したとき､ その人が､
科学ではそのときどのような方法で情報を集めどのように判断しようとするか､ そしてどのように
行動するかを体得していることが､ 我々が追求する

科学・技術リテラシー

が育成されたと言う

１)

ことにあたるものと考えられる｡｣ と記している ｡ 同時期に本研究所から刊行した基礎学力調査
報告書には理科専門委員会における基礎学力の考え方として､ ｢学校での学習活動に必要とする基

*

教育課程研究センター基礎研究部総括研究官
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礎知識を得るのみならず､ 生活を営む上で必要な､ 科学に関する基礎的な知識を身につけるととも
に､ 科学の方法を身につけてものごとを科学的に見たり考えたり､ 科学的知識や方法が活用できる
能力のことであるとした｡ …… (中略) ……これら基礎学力を基として､ 身近な自然現象や身の回
りの社会における科学的な問題を合理的に判断し､ 意思決定できるようになるものと考えられる｡｣
とある２)｡ また､ PISA 2006では､ 判断・意思決定のためとする表現が表に出てきていないが､ こ
の調査と2003年調査の ｢どちらの定義も､ 自然界を理解し､ 最終的には自然界に関する情報を持っ
た上で意思決定するための科学的知識の適用に言及している｣ と説明している ３) ｡ なお､ PISA
2003には､ 科学的リテラシーの定義として ｢自然界及び人間の活動によって起こる自然界の変化に
ついて理解し､ 意思決定するために､ 科学的知識を使用し､ 課題を明確にし､ 証拠に基づく結論を
導き出す能力｣ と記されている４)｡ 我々は､ 中等理科教育の中で判断のための科学の必要性を考え
てきた５)｡ それは､ 近年､ 一般社会においてもエネルギーと環境の問題や医療での納得診療 (イン
フォームドコンセント) など一般市民も科学や技術に関連した判断・意思決定をする機会が増えて
きており､ 理科教育の分野においても､ 科学知識の学習にとどまらず､ 科学観を身につけること､
さらには科学や技術に関連した事象について､ 判断・意思決定の能力を培うことが必要となってき
ていると考えるからである｡
ところで､ 児童生徒は理科をどのような教科と捉えているのであろうか｡ IEA 国際理科教育調
査の結果等によって小学校での理科はどの国でも好きな教科であることが知られている６)｡ また､
国内の教育課程実施状況調査７)では中学校でも理科の勉強の好きな生徒は５教科の中で最も多い｡
一方､ 理科の勉強が大切かどうかという点については､ 小・中学校を通して大切だとする割合が過
半数を示しているものの､ 小学校での４教科､ 中学校での５教科の中でみるとその割合は最小であっ
た｡ また､ 同状況調査で ｢理科を勉強すれば､ 私のふだんの生活や社会に出て役立つ｣ とする割合
は､ 小学校で半数､ 高等学校では３人に１人程度と小さい｡ その一方､ ｢理科の勉強は､ 自然や環
境の保護のために必要だ｣ に賛成と回答した割合は､ 小学校で５人に４人､ 中学校で４人に３人､
高等学校では物理を除く理科の３科目において３人に２人であり､ 高等学校物理を含め､ 過半数の
児童生徒がその必要性を認識していた｡ これは､ 環境にも関連している持続可能な発展の学習を理
科の中に入れ､ この学習を通して科学技術リテラシーを育成できる可能性を示唆しているように思
われる｡

１

持続可能な発展 (開発)

持続可能な発展 (開発) の考えが出てくるまでの環境問題の歴史とその定義が､ 国連持続可能な
開発のための教育の10年国際実施計画案に､ 以下のように書かれている｡
｢1972年にストックホルムで開催された

国連人間環境会議

は､ 環境問題への関心に注目を

当てることに寄与し､ 同会議以降､ 国際社会は､ 環境問題と貧困や未開発といった社会経済的
問題との関係についてさらに探求することが必要であると認めるようになった｡ かくして､
1980年代になると､ 経済的・社会的発展を環境への関心や自然資源の管理とバランスさせるこ
とへの理解が大きくなったことに呼応して､ 持続可能な開発という概念が出現した｡
この概念は､ 1987年の

環境と開発に関する世界委員会

による

出版に伴い､ 世界的な勢いを得た｡ 同委員会は､ その図書の中で､

私たちの共通の未来

持続可能な開発とは､ 将

来の世代がそのニーズを満たす能力を損なうことなく､ 現世代のニーズを満たす開発
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と定義した｡ この定義は､ 開発は人間のニーズを満足させ､ 生活の質を向上させるために不可
欠である一方､ それは現在及び将来のニーズを満足させる自然資源の能力を損なうことがない
ように実施すべきであると考えるものである｡｣
我々は持続可能な発展 (以下､ SD と記す) 教材を開発してきたが､ その目的を､ 上記 SD の定
義を基として､ ｢私たちと子孫の生活の質向上のために､ 社会や経済､ 環境､ 文化も考えに入れた
学習｣ と考えた｡ この目的を､ 理科から見た場合の視点として､ 科学技術と環境の関係を中心に生
活の質の向上を追求していくことと捉えた｡ この科学技術と環境の関係を中心とした持続可能な発
展のための教育 ESD として､ 表１のような目標､ 及び､ 対応する市民としての行動と関連するキー
ワード､ そしてその際に導かれる感覚を項目とする枠組みを作成８)し､ これを一般市民が科学技術
リテラシーとして育成すべき内容の一つと考えた｡
表中の目標で分けられる三つの枠は次のように考えている｡
第一は､ 判断・意思決定する際に､ 事物現象を一面的に見るのではなく､ 利害の二面性やさらに
他の条件も加味して総合的にみる見方を知り､ 科学技術に関連した社会的な出来事に対する総合的
な判断の重要性について理解することである｡ このためには､ トレード・オフの考え方やバックグ
ラウンド法やバランス法､ 比較法､ リスク−便益法といったリスク評価の方法を理解したり､ たと
え一つの方法が優れていてもその方法に限定すると万が一その方法に支障が起きたときには大きな
リスクを被ることになるので､ リスク回避のために一つの方法に限定せず､ また､ いろいろな方法
の長所をうまく組み合わせて一つのシステムを構築するベストミックスを考慮したりすることの必
要性を認識することになる｡ このような意識は､ 科学的な安全性を理解することにつながる｡
第二は､ 科学者や技術者がどのように考えどのような活動をしているのか知り､ 科学技術での営
みについて理解することである｡ このことは､ 一般市民の科学技術に対する意識を変える可能性を
もつ｡ 例えば､ 合成化学から始まったグリーン・サステイナブルケミストリー (環境にやさしい化
学､ 以下 GSC と記す) では､ ｢廃棄物は

出してから処理

ではなく､ 出さない｣ をはじめとす

る12か条に象徴される｡ リスクを低減する方法としては､ これまで考えられていた､ 危険物を外へ
放出しないようにする暴露量の低減ばかりでなく､ 最初の段階から危険性のある物質を使ったり作っ
たりしないようにする危険性そのものの低減を目指すように変わってきており､ その背景には科学
技術者の努力がある｡ また､ 科学技術者が一般市民とリスクについて話し合うリスクコミュニケー
ションも徐々に進んでおり､ さらに一般市民自らが科学技術に近づき情報を得ていき､ 科学技術に
おける考え方の変化を知ることで､ 科学技術に対して信頼感を増し､ 安心感を抱く方向へと一般市
民の意識が進む可能性が考えられる｡
第三に､ 科学技術に関連した社会的な事象について自ら判断・意思決定をしたり､ 自ら行動した
表１
目

標

理科における SD 教材の枠組み

市民としての行動

キーワードの例

利益と害の二面性を知るとともに､ ・トレードオフの理解

・リスク評価

総合的な判断の仕方を理解する

・最適モデルの検討

・ベストミックス

・廃棄物を出さない

・グリーン・サステイナブル

科学者や技術者の努力を知り､
科学技術に前向きな意識を持つ
科学技術に関連する社会的な事象
に対して自ら判断・意思決定し､
市民として活動する意欲を示す

努力の理解

ケミストリー

・情報の積極的入手

・リスクコミュニケーション

・持続可能性の追求

・私たち共通の未来

・３R's の遂行

・もったいない
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導かれる感覚
・安全に対する感覚
・安心感
・信頼感

・対等な感覚

りする意欲をもつことである｡ その際には持続可能性､ すなわち､ 我々だけでなく次世代も考慮に
入れ､ 一般市民としては３R's (Reduce 減量､ Reuse 再使用､ Recycle リサイクル) に配慮した活
動を進めていくことが必要である｡ そして､ 科学技術との関連からは､ 判断し行動する意欲を持ち､
活動へと進んでいくことが､ 科学技術者の専門性を尊重するとともに､ 一般市民が科学技術者と対
等な感覚を抱いていける状況を創出していくものと思われる｡ この対等な感覚は､ 先進国と途上国
間や現在の我々と未来の子孫との間にも当てはまると考えている｡
開発してきた SD 教材では､ キーワードに含まれる内容を取り込むように配慮し､ これら三つの
目標とその基となる行動や態度を育成していくことを目指している｡ 大気汚染対策教材においては､
GSC の考え方を中心に据え､ 第二の目標を中心に開発改訂してきた｡ 電気教材においても GSC の
考え方は重要な視点と考えているが､ 第一の目標である総合的な判断の仕方としてのベストミック
スの考え方等を入れるとともに､ 第三の目標である自ら判断・意思決定し､ 活動する意欲を促すこ
とも意図して､ ｢もったいない｣ や ｢３R's｣ 等のキーワードを入れて作成した｡
なお､ GSC とは､ グリーンケミストリーとも呼ばれ､ 環境汚染を防ぎ､ 化学物質の合成や設計
をする化学である｡ 汚染が発生してからの処理ではなく､ 汚染そのものの発生を断つための原理と
方法論であり､ 廃棄物を出してからの処理を､ 廃棄物ができないようないわば予防にしていこうと
する考えである９)｡

２

大気汚染対策教材の構成

大気汚染対策教材の構成は表２のとおりである｡ 事例を示したワークシート (以下､ WS と略記
する) の１から４に加え､ それらの内容と GSC との関連を説明する ｢WS５をはじめる前に｣ と､
GSC について解説した WS５からなる｡
本教材10)では炭酸ナトリウム工業と環境対策技術をまず扱い､ WS１で炭酸ナトリウムの古い製
造法であるルブラン法について学習する｡ 産業革命による織物産業での需要等で成長する一方､ 塩
化水素による汚染が発生したこと､ その対策としてまず採られた方法が大気への拡散や河川での希
釈による処理であったが､ 汚染の拡大につながったこと､ 塩素として回収製品化することで解決し
たことを学習する｡ WS２では､ 高校化学で扱う炭酸ナトリウムの製造法であるアンモニアソーダ
法を取り上げる｡ ルブラン法からアンモニアソーダ法へと移行することで､ ルブラン法での環境汚
染物質であった塩化水素そのものが発生しない方法へと移り変わったことになり､ これは汚染の発
生後の処理から､ 汚染そのものの発生しない工程へと変化したことになり､ GSC への変化であっ
表２

大気汚染対策教材の構成

導入 WS：大気について考えるワークシート
WS１､ ２をはじめる前に：過去の大気汚染問題の理解と解決 (HCl を中心に)
WS１：塩化水素の問題 (Na2CO3の古い製造法)
WS２：塩化水素の汚染の問題解決 (アンモニアソーダ法)
WS３､ ４をはじめる前に：現在の大気汚染問題の理解と今後の解決に向けて
WS３：硫黄酸化物についての理解と問題解決策
WS４：窒素酸化物についての理解と問題解決策
WS５をはじめる前に：WS１〜４のまとめ
WS５：グリーンケミストリーとリスク評価
注) 表中の WS は､ ワークシートを表す｡
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たことを学習する｡
次に石油工業と環境対策技術について扱い､ WS３では､ 硫黄酸化物について学習する｡ 硫黄酸
化物が銅の精錬や石油の燃焼で発生し､ その処理としてはじめは拡散や希釈によったが､ 多くは汚
染の拡大につながったこと､ その後排煙脱硫や原油脱硫の技術が開発され､ それらを組み合わせる
ことでわが国ではほぼ完全に大気への放出を抑えていること､ そしてこの移行はやはり GSC への
変化であったことを学習する｡ WS４では､ 窒素酸化物について取り扱う｡ この窒素酸化物は排煙
脱硝法などにより多くは取り除かれているが､ まだ完全とは言えない状況であることを学習した上
で､ 生徒自身がその対策について考える機会とした｡
最後に WS５で､ リスク評価と GSC の考え方を扱う｡ 大気汚染解決の過程から､ 最善の対策は
大気汚染物質が出ない工程にすることであったが､ 汚染物質そのものを発生させない方法を最初の
段階から念頭に置いた研究開発､ すなわち GSC に沿った研究がなされ始めていること､ また､ 技
術革新に関する意思決定に科学者や技術者ばかりでなく一般市民も参加する機会が増えていること
を学習する｡

３

大気汚染対策教材の実践と生徒の反応

この大気汚染対策に関する教材は､ これまで７校 (約200名) において､ それぞれ実施可能な範
囲で実践してきた｡ 高等学校の化学 (年度や学年により旧課程化学ＡやＢ) のほか､ 総合的
な学習の時間や化学の課題研究､ 中学校での選択教科としての理科など､ GSC の内容を扱うこ
とが可能な時間に位置づけて実践をしてきている｡
なお､ 今回の実践では､ 本教材を学習していく際に教科書や副教材のほか､ 年表などあらかじめ
用意した資料を使った｡ 授業実践の結果､ 与えられた資料を使う以上の時間的な余裕がないことが
報告された｡ また､ 生徒の感想の中には与えられた資料をまとめるだけでかなりの調べ学習をした
と感じていることが示されていた｡ これらのことより､ 本教材では与えられた資料を使い､ それ以
上の調べ学習については特に指示しなかった｡
本教材の評価には､ 一枚ポートフォリオ評価法 OPPA11)に基づく学習履歴シートを使い､ そこへ
の生徒の記述内容を分析した｡ この一枚ポートフォリオ評価法とは､ 一つの単元または学習のまと
まりをＡ３判１枚のシートにまとめて記し､ その記述内容を分析することで児童生徒や教師､ 教材
等を評価する方法である｡ シートは大きく三つの部分からなり､ 一つ目は､ 学習前後でその単元の
キーワードを使った文をつくり､ 学習前後の記述を比較することで学習による自らの変容を見いだ
す部分､ 二つ目は､ 毎時間または小さな学習のまとまりごとに､ 学習内容の要約または大切だと思っ
た内容を記述する部分､ 三つ目は､ その単元を通しての振り返りと感想を記述する部分で構成され
ている｡
2002年度に本教材を総合的な学習の時間９校時で実施した公立Ａ高等学校第２学年での生徒の記
述の一部を示す｡ 次の例は､ WS１〜４の学習前後の ｢ 大気汚染

という語を使って文を三つ書

きなさい｣ に対して､ 学習後に記載の文字数が大きく増えた典型的な回答である10)｡
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学習前
大気汚染は主に化石燃料の燃焼によって起こる｡
大気汚染は時間が経てば解消するというわけではない｡
大気汚染は喘息などの健康に被害を与えている｡
学習後
昔は塩化水素や硫黄酸化物､ 窒素酸化物､ 粉塵､ ばい煙などの大気汚染物質が大量に放出さ
れたが､ 現在は回収､ 再利用などの技術が進んでいる｡
まだ対策の遅れている大気汚染物質もある｡
大気汚染対策として､ 拡散希釈を行っても解決せず､ やはり､ 原因となる汚染物質の除去を
する必要がある｡
学習後の記述では､ 大気汚染に対してその対策がなされてきたこと､ 未解決の問題もあること､
原因物質を取り除くとした GSC の考えが入ってきていること､ の三つがあげられており､ これら
は本教材が意図した内容でもある｡
次は､ WS１〜４を学習後の特徴的な感想例である｡
学習前､ 大気汚染のことを知らなすぎた｡ 大気汚染とは空気がよごれてきたなくて見た目が
悪いだけかと思っていた｡ 人体に害があるなんて……｡ 酸性雨になるなんて……｡ 解決されつ
つあることも知らなかったし｡
環境や環境問題について具体的な知識のない生徒が多いこと､ また､ その知識はあっても､ 対策
が採られておらず改善されていないと思っている生徒もかなりいることが､ 一連の実践を通して見
出されている｡
学習前は大気汚染を解決するには原因物質をあまり出さないようにする条例かなんかで解決
していると思っていたが､ 学習していき､ 原因物質が出ないようにする化学反応で解決法があ
ると知って化学はすごいと思った｡
環境は法律で規制することで改善していると考える生徒がいることも発見であった｡ これには､
社会科や国語などでの環境学習の影響も考えられるが､ そこには科学者や技術者の姿や科学的な視
点が少ない｡ 科学者や技術者の努力している姿を示すことは科学や技術に対する信頼感につながっ
てくると思われる｡
利害両面について考えることの重要性については､ 次の本教材を学習しての感想に表れている｡
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大気汚染や公害問題など､ 新聞やテレビ､ 学校で散々見たり､ 聞いたりしてきたが､ 実際具
体的に何が原因で何をどうすればよいかほとんどわからない状態だったが､ それについて学べ
て理解を深められた｡
また､ 科学技術についてよい点ばかりを聞いてきたが､ 今回はその逆の悪い面を考えること
が出来た｡ 同時に､ その欠点が克服される過程を知ることで､ 今はその悪い面しか見られてい
ないようなものについても可能性を考えることができたし､ 科学技術の更なる発展の可能性も
考えることが出来た｡
今回の学習では今までとは違う視点で科学技術というものを見れたし､ 違う意味で考えるこ
とが出来た｡
最初の部分はこのような教材を学習した後に生徒が示すよい評価の例である｡ 続く文では､ 長短
両面を知りその解決過程を学ぶことで､ 科学者や技術者の姿勢と科学や技術が環境を改善していく
可能性を秘めていることがわかったと指摘している｡ これは､ 良い面ばかりではなく悪い面につい
ても情報を得ることで､ 利害両面の知識を基に自分なりの判断・意思決定につながる考えを構築で
きるようになること､ また､ 悪い面があった事実と克服の過程を知ることが将来の科学や技術の発
展を考えることに結びつき､ 科学の価値に前向きな態度が培われたことを示している｡ つまり､ あ
りのままの情報を得ることによって､ 科学や技術に対するより深い理解を得られた例と考えられる｡

４

１年後に実施したアンケートの結果

前年度の上記実践から生徒がどのように大気汚染対策教材を捉え､ 何が頭に残っているのかを調
査した12)｡ アンケート用紙は､ 朝の SHR を通じて前年度講座を取った生徒全員に配布し､ 昼に回
収した｡ 回収方法は､ 生徒のいる各階に回収箱を設け､ 記入後､ 回収箱に入れるようアンケートプ
リントで指示した｡ 当日の欠席者はなく､ 生徒は受験期であったが､ 27名中22名の回答を得ている
(回答率81％)｡
グリーンケミストリーとは何かとする問いには､ ほぼ全員が ｢環境に出来る限り配慮した化学物
質の生産など化学的に対する考え方｣ や ｢同じものを合成する場合､ より環境に被害の少ない合成
法を選択する考え方｣､ ｢有害物質を出さない｣､ ｢有害物質を再び人間の力で解決しようという試み！｣
など､ 適切な回答をしていた｡ グリーンケミストリーそのものについて記載していない例としては､
教材で取り上げた事例を挙げ､ どうやって ｢その方法に辿りついていったのかその過程が心に残っ
た｣ とする記述があった｡
グリーンケミストリーの考えを知ってあなたにとって役立ったことはあるかとする問いには､
｢あった｣ と回答した生徒が14人 (64％) であった｡ 記述内容としては､ 学習内容が高等学校の授
業などで､ ｢３年次の化学の授業 (無機) のとき役立った｣ や ｢生物や現代社会・地理の環境問題
に役立った｣ と感じている生徒がいた一方､ ｢一つはこれまで第三者的な視点でしか見てかこなかっ
た多くの環境を身近に感じるようになったこと｡ もう一つはなるべく欠陥のない方法を編み出そう
とあきらめずに努力し､ 見えないゴールに向かってがんばる人たちに対して尊敬するとともに自分
も少しのことではあきらめまいと思うようになった｡ (これはグリーンケミストリーとは直接関係
無いが｡)｣ など､ 考えそのものが役に立ったと記述した生徒が６人､ また､ ｢公害を克服できた例
があることが科学の猜疑心を減らした｣ という生徒もいた｡
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前年度受けたグリーンケミストリー学習についてどういう印象が残っているかとする問いには､
学習方法に関して､ ｢毎回プリントを用いて整理するのが非常に大変だった｡｣ ｢プリントをうめる
作業は面倒くさかった｡｣ などの記述もあったが､ 総じて､ ｢ひたすら書いていたことを思い出しま
す｡ ですが決して消極的な意味ではありません｡ たくさんある資料を読み自分の手で書き写しまと
めていったので今でも (全てというわけには行きませんが) 頭の中に残っているので有意義な授業
であったと思っています｡｣ や ｢受講して本当によかったし､ ためになった｣ など受講したことを
肯定的に受け止めている記述をしている生徒が多かった (15人､ 68％)｡
また､ 大気汚染解決過程の内容に関して触れて ｢産業革命時のイギリスでの公害の話で違う方法
を使ったりすることでその公害を克服したという､ 公害問題で人間が完全に解決したものもあるん
だ！と知った驚きが印象的であった｡ 現在の SOx とかの公害問題も解決できるのではないかと希
望が持てた｡｣ と記した生徒もいた｡ なお､ SOx は亜硫酸ガスなどの硫黄酸化物のことである｡

５

電気教材の構成

電気教材の構成は表３の通りである13)｡ この電気教材では挿絵や図表を使って視覚に訴える部分
が多いことが一つの特徴である (図１参照)｡ 中学校を主な対象と考えているが､ 高等学校や大学
においても本教材を実践することができた｡ 高校生や大学生であっても､ 挿絵の多い本教材が幼稚
であるというような反応は少なかった｡ また､ 工業高校においては､ ｢読書感想文などの作文も苦
手意識が強く､ なかなか多くを書けずに苦しんでいる姿をよく見かける｡ そんな生徒が学習履歴シー
トにこれだけ多くの文字を書いたことには大変驚いている｡｣ との報告14)があり､ 教材の内容をよ
く理解できた現われと思われる｡ ２校の中学校では､ ３人のグループを作り､ 登場人物３人のロー
ルプレイを取り入れながら授業を進めていた｡ 登場人物の会話で進んでいく電気教材においてはこ
のような形の授業が可能であることがわかった｡
序章でニューヨークの大停電から電気の大切さをイメージさせることを導入とし､ 第１章では､
その電気をつくる方法として､ レモン電池､ 及び､ 磁石とコイルによる電磁誘導を示し､ 実験を通
して体験し､ 続いて､ 発電機の仕組みを知り､ いろいろな発電の多くが電磁誘導の原理を利用して
いることを学習する｡ 第２章では､ 電気技術がどのようにして発展してきたかその変遷を追いなが
ら､ それぞれの発電による環境への影響をどのように解決してきたか整理し､ 中でも火力発電につ
いてはその燃料や環境問題､ その対策技術についても学習する｡ さらに､ 電気エネルギーの有効利

表３
序

電気教材の構成

章：電気と私たちの生活

第１章：電気をつくる

第２章：電気技術の発展と環境



電流の発見



発電機のしくみ



いろいろな発電



水力発電



火力発電

実験１. レモン電池､ 実験２. 電磁誘導

１ 火力発電の条件､ ２ 石炭・石油､ ３ 脱硫､ ４ LNG､ ５ CO2の問題


原子力発電



新エネルギー



電気エネルギーの有効利用

第３章：持続可能な社会
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図１

教材の挿絵の例

用に関連してベストミックスやコージェネレーションにも触れる｡ 第３章では､ これまでの電気技
術の変遷から持続可能な発展を目指すにはどうすればよいかを生徒が考える機会とするとともに､
生徒がさらに持続可能な発展を考えていく手がかりとなる主要な考えを学習する｡

６

電気教材の実践と生徒の反応

電気に関する SD 教材を開発以来､ 中学校､ 高等学校､ 大学といろいろな校種 (学校段階) にわ
たり､ また､ 理系や文系の学生・生徒など､ これまでに16の学校で実践し､ 分析・改訂を重ねてき
た｡ その結果､ 教材全体を通して３人のキャラクターが話を進める形式ができあがった13)｡
教材の評価には､ 一枚ポートフォリオ評価法に基づく学習履歴シートを使い､ その記述内容を分
析することで､ 具体化した枠組みが学習にどのように反映されたか検討した｡ 各校での実践の結果
では､ ほとんどの生徒・学生が電気についての見方が以前と変わったことを述べている｡ また､ 電
気を大量消費することは地球環境に負荷を与える側になることも自覚し､ 自分たちに出来る省エネ
など小さなことから始めようと考えた生徒も多く､ 自ら判断し活動していく意欲を促すことにつな
がったと思われる｡
2006年度に､ ロールプレイを取り入れた形式で８校時を使って本教材を実践した､ 公立Ｚ中学校
でのある生徒の学習履歴シートへの記述内容を以下に示す15)｡
学習前の ｢電気｣ を使った３文
・電気が体に流れると危ない
・電気は私たちの生活を助けている
・電気が無いとこまる
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学習後の ｢電気｣ を使った３文
・電気はとても大切
・電気の技術や発電などは日々進歩し続けている
・これから､ より良い電気の作り方を考えていくべきだ
学習後の記述では､ 電気が生活に欠かせないものであること､ (科学者や技術者の努力により)
日々改善が図られていること､ 自分たち自身による環境への配慮が必要であること､ の三つが挙げ
られている｡ これは､ 他の生徒でも多くが学習後に挙げている内容である｡
以下は学習前後を比較しての感想である｡ 自分の成長に気づくとともに､ 持続可能な社会への責
任を感じているものと思われる｡
電気についてよく考えられるようになったし､ 正しい知識も身についた｡ 私たちは､ 今重要
な課題の前に立っているんだということがわかった｡
また､ 次に示す学習を振り返っての記述でも､ 同様のことが記されている｡
学習を通して自分が変わったと思います｡ 発電や現在の電気技術について初めて考えさせら
れることが多かったです｡ どんどん技術が発達していくと思うけど環境の問題があります｡ 電
気のない生活なんて考えられないので､ 今のやれることをやるのが大切だと思いました｡
このことは､ 他の生徒による感想にも現れており､ 次の記述はそのことがよく示されている典型
的な例である｡
電気が自分たちの生活に大きく関わっていて､ 蛍光灯の電気ひとつにしてもいろんな問題点
やそれを克服しようという努力が続けられていることが分かった｡ また､ 電気を使う私たちも
やはり電気について知識をもっているべきだと思った｡ また､ 自然とのバランスも大切だと思っ
た｡
さらに､ 持続可能な社会にするためにできることについての記述でも､ 身近なところから活動し
ようとする意識が認められる｡
私たちの身近な所にあるのは環境問題のほうが大きいと思います｡ 資源はたくさんあるとか､
自分一人でやったって何も変わらないとか思わないことが一番大切なことだと思います｡ 具体
的な行動ではテレビやビデオをつけっぱなしにしない､ お湯を出しっぱなしにしないなど身近
な所から少しでも注意するように心がけたいです｡
中学校及び高等学校で実践した電気教材において､ 学習履歴シートの振り返りや感想の記述から
それぞれの目標に対応した内容を抽出すると以下のとおりである７)｡
第一の目標に沿った記述としては､ ｢それ (電気) の長所と短所､ ベストミックスという考え方
については全然知らなかったので､ 知れてよかった｣ や ｢環境によって､ 発電方法を選んでいくの
は大事なことだと思った｣ などがあった｡
第二の目標に関しては､ ｢グリーンケミストリーなどもはじめて知ったし､ 新しい発電方法など､
たくさんの研究者たちの努力によって今の生活が支えられてるんだなって思った｣ や ｢資源をなる
べく使わないようにすることも大切だけど､ 資源を使わないようにするために技術開発をしていく
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ことも大切だと思いました｣ といった記述が見られた｡
第三の目標に関しては､ ｢いろいろなことを知って気づいたら節電する意識を持っていた｣ や
｢もっと大切に電気を使うようにしたいと思ったし､ 少しでも協力ができればいいと思いました｣
などの記述が見られ､ いずれの目標に関しても何らかの言及が認められた｡ それぞれの枠組みに対
応した学習がなされたことがわかる｡

おわりに
中・高等学校において開発した教材を実践してきたが､ その結果､ どの実践校でも学習を進める
うちに生徒たちは本教材により興味を示し､ 熱心に取り組むようになっており､ 感想などの記述か
ら科学や技術に対しても､ また､ 本教材に対しても好意的な反応が認められた10)｡ 大気汚染対策教
材では､ 生徒に無機物質の知識や環境関連の情報を与えるとともに科学者や技術者の努力している
姿を示し､ また､ 生徒自身に判断・意思決定させる機会をつくることで､ 文科系の生徒にも無機物
質各論を学習する意味を与えるものとなった｡ その一方で､ 環境問題やその対策については漠然と
しか知らないこと､ また､ 環境問題は法律で改善しているとして､ 科学者や技術者の姿が見えてい
ない生徒がいることもわかった｡
これまで､ このような学習では科学者や技術者が新しい科学・技術を開発し､ 一般市民はその科
学・技術について利害を考えどのように使っていくか判断するとされてきたように思われる｡ こう
した場合､ 科学者や技術者は新しい科学・技術の開発を目指すあまり､ 環境を考慮に入れていない
ようにも受け取れ､ 一般市民がその使い方に責任を持たされる感覚もあったと思われる｡
今回のような教材の学習により､ 益より害の面を強く印象付けられる生徒もいるが､ 多くは科学
者や技術者が努力し､ 害のより少ない方法の開発を目指している姿を歴史的事実などから見出して
いる｡ このことが科学や技術への信頼感や安心感を生み､ 科学者や技術者への期待とともに､ 自分
でもできることから行動しようという生徒の感想があったが､ このような感想にもつながったと思
われる｡
なお､ 本研究の一部は科学研究費基盤研究 (B) (課題番号14380066､ 代表松原静郎) 及び科学
研究費基盤研究 (B) (課題番号17300258､ 代表松原静郎) によった｡
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Abstract
Using the results of PISA survey conducted in 2006, the author analyzes students' attitudes toward science. Compared to those in developing countries, students in developed industrial countries tend to have good grades but less interest in learning science. In most developed industrial
countries fostering scientific literacy at a high level, improving students' interest in science is
difficult. In Japan, few students can recognize the practical values of learning science. Science
teachers should make efforts to have their students realize that science is a subject worth learning. Although most students do not go into a profession in the field of science, they will encounter in daily and social life various cases where they are required to make a decision on science-related issues. The importance of using scientific way of thinking as a judgment criterion
needs to be emphasized in science education. In present-day society, it is becoming increasingly
important for individuals to choose an action for sustainable development. Since many environmental problems are caused by complex, intertwined factors, students have difficulty in deepening their understanding of them. It is, however, important to provide them with a learning
opportunity to have certain knowledge of the problems and make a judgment properly. Future
science education needs to deal with various science-related problems occurring in real life and
society, equipping students with the knowledge of the natural world and science itself useful
for understanding and solving problems. Also important are improving students' abilities to
have a scientific question, to explain a phenomenon scientifically, and to use scientific evidence
and fostering their attitudes toward interest in science, support for scientific inquiry, and responsibility for resources and environment.

はじめに
理科教師であれば､ 生徒の科学への関心を高め､ 科学を学習する大切さを認識させたいと誰もが
願うところである｡ 科学への態度は､ 生徒が自ら科学の知識や理解を発展させたり､ 科学に関わる
職業を選択したり､ 生涯を通じて積極的に科学的な概念や方法を活用したりする意思決定に重要な
役割を果たす｡ その理科教育上の重要性のため､ これまで科学への態度に関する研究は数多く行わ
れてきた (例えば､ Osborne ら (2003) によるレビューを参照)｡ しかしながら､ その長い研究の
歴史において､ 2006年に実施された ｢OECD 生徒の学習到達度調査 (PISA)｣ (以下､ PISA 調査)

*
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ほど､ 生徒の科学への態度を包括的にかつ大規模な国際比較が可能なデータとして測定した調査は
かつてなかった｡
2006年の PISA 調査については､ OECD (2007a; 2007b; 2006) と国立教育政策研究所 (2007a;
2007b) から詳しく報告されているが､ 本論文は､ 2006年の PISA 調査における生徒の科学への態
度の捉え方の特徴を分析するとともに､ これからの日本の理科教育の改善に役立つ知見を見出す視
点から結果を考察することを目的とする｡

１. 2006年 PISA 調査における生徒の科学への態度の測定
2006年 PISA 調査における科学的リテラシーの定義には､ ｢思慮深い一市民として､ 科学的な考
えを持ち､ 科学が関連する諸問題に､ 自ら進んで関わること｣ という文が含まれている (国立教育
政策研究所, 2007b)｡ PISA 調査が対象とする15歳段階の生徒には､ 科学的知識と技能をただ有し
ているだけでなく､ それらを積極的に活用したり､ 継続的に発展させたりして､ 今日の科学技術の
発達した社会において活躍できることが期待されている｡ 生徒たちにはまた､ この世界に生きる一
市民として持続可能な発展を重視しそれを支持するような行動を選択することが期待されている｡
このため､ 2006年 PISA 調査では､ 科学的リテラシーの重要な一要素として生徒の科学への態度が
測定されている｡
2006年 PISA 調査は､ 表１のように､ 生徒の科学への態度を ｢科学的探究の支持｣ ｢理科学習者
としての自己信頼感｣ ｢科学への興味・関心｣ ｢資源と環境に対する責任｣ の四つの領域で測定した｡
PISA 調査における生徒の科学への態度の測定は､ 科学的リテラシー問題の中での態度問題によ
るものと､ 生徒質問紙の質問項目によるものとの二通りで行われた｡ 態度問題による科学への態度
の測定は､ 科学的リテラシー問題で出題された特定の科学的事象に対する生徒の態度をより良く理
解する目的で行われ､ ｢科学的探究の支持｣ と ｢科学的な話題の学習への興味・関心｣ の二つの得
点尺度が構成された｡ 生徒質問紙の質問項目による科学への態度の測定からは､ 表１に上げた四つ
の領域に対して､ 合計13の指標が構成された｡ これらの得点尺度と指標を表２にまとめた｡
2006年の PISA 調査は､ 科学的リテラシーの主要な構成要素としての生徒の科学への態度を包括
的に捉えている｡ これは､ 2003年の国際数学・理科教育動向調査 (TIMSS) では､ 生徒の科学へ
の態度については ｢生徒の理科学習への自己信頼感指標｣ と ｢生徒の科学の価値づけ指標｣ の二つ
の側面でのみの測定となっている (Martin et al., 2004) のと比べると､ はるかに情報量が多く､
PISA 調査では､ 特に ｢科学的探究の支持｣ と ｢資源と環境への責任｣ に関する領域に関連した生
徒の態度について､ 測定領域が拡大されている｡ これらの拡大された領域は､ ｢思慮深い一市民｣
としての15歳段階の生徒に期待されている科学的リテラシーの重要な特徴でもある｡
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表１

2006年 PISA 調査における生徒の科学への態度の測定領域

科学的探究の支持
■異なった科学的見方や論点を検討する重要性を認めること
■事実に基づく情報を用いることと合理的な説明を支持すること
■結論を導く際に論理的で慎重な過程を経る必要性を表明すること
理科学習者としての自己信頼感
■科学的な課題を効果的に処理すること
■科学的な問題解決の困難を克服すること
■科学的な能力が高いことを示すこと
科学への興味・関心
■科学と科学が関連する様々な問題や努力に好奇心を示すこと
■様々なリソースや方法を用いて､ 一層の科学的知識と技能を獲得することに意欲を示すこと
■科学が関連する職業を検討したり､ 科学的情報を求めたり､
科学への興味を継続させたりすることに意欲を示すこと
資源と環境に対する責任
■持続可能な環境を維持することに対する個人としての責任感を示すこと
■個人の行動が環境に及ぼす影響の認識を示すこと
■天然資源を維持する行動に意欲を示すこと

表２

生徒の科学への態度に関する得点尺度と指標

科学的探究の支持
・科学的探究の支持得点尺度*
・科学に関する全般的価値指標
・科学に関する個人的価値指標
理科学習者としての自己信頼感
・科学における自己効力感指標
・理科学習における自己認識指標
科学への興味・関心
・科学的な話題の学習への興味・関心得点尺度*
・科学に関する全般的な興味・関心指標
・科学の楽しさ指標
・理科学習に対する道具的な動機づけ指標
・科学に対する将来志向的な動機づけ指標
・科学に関連する活動指標
資源と環境に対する責任
・環境問題に関する認識指標
・環境問題の改善に関する楽観視指標
・持続的な発展に対する責任感指標
・環境問題の深刻さに関する懸念指標
＊得点尺度は､ 科学的リテラシー問題中の態度問題への反応から構成され､ その他の指標は､ 生徒質問
紙における質問への反応から構成されたものである｡

２. 科学への興味・関心
PISA 調査において､ 生徒たちは２時間のテストで､ かなりの数のユニットと呼ばれる大問を含
む問題冊子中の各小問に解答した｡ 大問の中には､ その大問で問われている事象に関する特定の知
識や技能を学習することに対する興味・関心の程度を尋ねる質問を持つものがあった｡ 例えば､
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｢酸性雨｣ という大問には次のような質問があり､ 生徒はそれぞれの項目について､ どれくらい興
味や関心を持っているかについて､ ｢高い｣ ｢中くらい｣ ｢低い｣ ｢全くない｣ のいずれかを選ぶよう
に求められた｡
ａ) 人間の活動で､ 最も酸性雨の原因になっているのは何かを知ること｡
ｂ) 酸性雨を生じさせる放出を最小限にする技術について学ぶこと｡
ｃ) 酸性雨によって被害を受けた建物の修理に使われる方法を理解すること｡
PISA 調査は､ テスト問題中でのこのような形式の問いに対するすべての回答を統計処理し､ 一
つの量的尺度､ すなわち ｢科学的な話題の学習への興味・関心｣ 得点尺度を構成した｡ 得点は､
OECD 加盟国の生徒の平均得点が500点､ 標準偏差が100点となるように標準化された(註１)｡
図１は､ ｢科学的リテラシー｣ 得点の平均を縦軸に､ ｢科学的な話題の学習への興味・関心｣ 得点
の平均を横軸にとって､ すべての参加国の結果をプロットしたものである｡ 非 OECD 加盟国の中
で､ ｢科学的な話題の学習への興味・関心｣ 得点の平均が500点を下回った国は無かった｡ 先進工業
国の生徒たちと比べて､ 発展途上国の生徒たちは､ 成績の程度は比較的低いけれども､ 科学を学習
することへの興味・関心の程度は比較的高い傾向が見られる｡ 先進工業国では逆の傾向が見られ､
成績の程度は比較的高いけれども､ 科学を学習することへの興味・関心の程度は比較的低い｡ 例え
ば､ ｢科学的リテラシー｣ の得点で参加国中トップのフィンランドは､ ｢科学的な話題の学習への興
味・関心｣ 得点の平均では最下位となっている｡ 日本については､ ｢科学的リテラシー｣ の得点で
上位10位以内に入った OECD 加盟国の中では､ ｢科学的な話題の学習への興味・関心｣ 得点の平均
が最も高かった｡ その原因は特定できないが､ 2002年度からの政策 ｢科学技術理科大好きプラン｣
を通じた生徒の科学への興味・関心を高める様々な取り組みの成果が現れつつあると解釈すること
も可能である｡

図１

科学的リテラシー得点の平均と科学的な話題の学習への興味・関心得点の平均

(◆は OECD 加盟国､ ■は非 OECD 加盟国を示す｡ 各尺度の平均得点のデータは OECD (2007b) の p.27と p.54
に基づいている｡)
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生徒の科学への興味・関心に関する ｢科学に関する全般的な興味・関心｣ 指標と ｢科学の楽しさ｣
指標についても､ その程度が発展途上国で比較的高く､ 先進工業国で比較的低い結果となっている｡
これらの指標値は､ すべての OECD 加盟国において､ ｢科学的リテラシー｣ の得点と正の相関を示
している｡ つまり､ それぞれの国の中では､ 科学への興味・関心の指標値の値が高い生徒の方が､
科学的リテラシーの得点においても概ね高い結果を示す傾向がある｡ 図１は ｢科学的リテラシー｣
得点と ｢科学的な話題の学習への興味・関心｣ 得点とが負の相関関係にあるわけではなく､ 各国別
の平均得点間に負の相関関係が見られる現象を示している｡ 高い水準で科学的リテラシーを育成し
ている多くの先進工業国の理科教師たちは､ 生徒の科学への興味・関心の程度を向上させることが
難しい状況にあることがわかる｡
しかしながら､ 科学への興味・関心は､ 内発的な動機と極めて近い関係にあり (Krapp et al.
1992; Osborne et al. 2003; Tobias 1994)､ 生涯を通じた科学の学習や､ 科学技術の職業選択をあ
る程度予測できることから､ 先進工業国において生徒の科学への興味・関心の程度が低いことは重
要な問題である｡ この問題の原因を理解する上で一つの有力な説明は､ 生徒たちにより高度な水準
の理科学習を要求することが､ 彼らの理科学習への興味・関心を抑制することになるということ､
そして､ 生徒たちの興味・関心や内発的な動機づけを維持するためには､ 彼らの自律的な学習を支
援することが重要だということである (Deci, 1992)｡ したがって､ 教師が生徒たちにより高い成
績を求めてプレッシャーをかけすぎると､ 彼らから科学への興味・関心や科学の楽しさを育む余地
を奪ってしまいかねないことを､ 理科教師たちは肝に銘じておくべきである｡

３. 理科を学習する目的意識
学習への外発的動機づけの視点から構成された ｢理科学習に対する道具的な動機づけ｣ と ｢科学
に対する将来志向的な動機づけ｣ の二つの指標から､ 生徒が理科を学習する目的意識が窺える｡
道具的な動機づけは､ 生徒の科目選択や職業選択､ 及び成績を予測する重要な要素である
(Wigfield and Eccles 1992; Wigfield et al. 1998)｡ 生徒たちは､ たとえ課題に対する興味・関心
が低くても､ それが彼らの将来の目標達成に重要であるならば､ その課題を遂行することができる｡
そうした課題には実用上の価値があり､ 生徒にそれを行うことに外発的な理由づけを与える｡ ｢理
科学習に対する道具的な動機づけ｣ 指標は､ 生徒質問紙の質問への生徒の回答から算出された｡ 以
下は指標を構成した五つの質問である｡ 生徒はそれぞれの質問について､ どの程度そうだと思うか
について､ ｢全くそうだと思う｣ ｢そうだと思う｣ ｢そうは思わない｣ ｢全くそう思わない｣ のいずれ
かを選ぶように求められた｡ 各質問に､ ｢全くそうだと思う｣ か ｢そうだと思う｣ と回答した日本
と OECD 平均の生徒の割合を付記した｡
ａ) 私は自分の役に立つとわかっているので､ 理科を勉強している (日本42％､ OECD 平均67
％)
ｂ) 将来自分の就きたい仕事で役に立つから､ 努力して理科の科目を勉強することは大切だ (日
本47％､ OECD 平均63％)
ｃ) 理科の科目を勉強することは､ 将来の仕事の可能性を広げてくれるので､ 私にとってやりが
いがある (日本41％､ OECD 平均62％)
ｄ) 私は理科の科目からたくさんのことを学んで就職に役立てたい (日本39％､ OECD 平均56
％)
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ｅ) 将来勉強したい分野で必要になるので､ 理科の科目を学習することは重要だ (日本42％､
OECD 平均56％)
OECD 全体では､ ６割前後の生徒たちが理科の勉強を自分にとって実用的な価値があるものと
認識しているが､ 日本の生徒たちについては､ ４割前後と低い割合である｡ 実際､ これら五つの質
問に対する回答から算出された ｢理科学習に対する道具的な動機づけ｣ 指標の平均値では､ 日本の
結果は､ 57の参加国中で最下位であった｡ 日本では､ 理科の学習の実用的な価値を認識している生
徒が少ないことがわかる｡
OECD 加盟国30カ国中の28カ国において､ ｢理科学習に対する道具的な動機づけ｣ 指標と ｢科学
的リテラシー｣ 得点との間に統計的に有意な正の相関関係が見られた｡ 自分がどんな目的で理科を
学習しているかを明確に意識している生徒は､ 理科の学習により高く動機づけられて､ 良い成績を
上げていると考えられる｡ 理科教師は､ 生徒たちに､ 理科がやり甲斐のある教科であることを実感
させられるように努力すべきだと言える｡
生徒の中には､ 将来､ 科学に関連した専門家になるために積極的に勉強しようとする者もいる｡
次は､ ｢科学に対する将来志向的な動機づけ｣ 指標の構成に用いられた質問である｡
ａ) 私は､ 科学を必要とする職業に就きたい (日本23％､ OECD 平均37％)
ｂ) 高校を卒業したら科学を勉強したい (日本20％､ OECD 平均31％)
ｃ) 大人になったら科学の研究や事業に関する仕事がしたい (日本17％､ OECD 平均27％)
ｄ) 最先端の科学にたずさわって生きていきたい (日本23％､ OECD 平均21％)
日本で２割程度､ OECD 全体で３割前後の生徒たちが､ 将来､ 科学に関連した職業に就くこと
を希望している状況である｡ 彼らはすべての生徒が身に付けるべき科学的リテラシーの内容以上の
教育を必要としている集団であると解釈できる｡ OECD 加盟国30カ国中の29カ国において､ ｢科学
に対する将来志向的な動機づけ｣ 指標と ｢科学的リテラシー｣ 得点との間に統計的に有意な正の相
関関係が見られた｡ 将来､ 科学と関連して生活することを目的として意識している生徒は､ 理科の
学習への動機が高く､ 良い成績を上げていると考えられる｡
｢理科学習に対する道具的な動機づけ｣ 指標と ｢科学に対する将来志向的な動機づけ｣ 指標のい
ずれについても､ 非 OECD 加盟国では､ ｢科学的リテラシー｣ 得点との相関関係にはっきりとした
傾向が見られなかった｡ 正の相関関係､ 負の相関関係､ 及び､ 有意な相関関係が見られない国が混
在していた｡ このことは､ 発展途上国の中には､ ｢科学的リテラシー｣ の学力とは無関係に､ 科学
を学習することに動機づけられている生徒が多いことを示唆している｡ つまり､ 理科学習が価値あ
ることだという意識は強い一方で､ 学力を伸長させるのに必要な理科教育は受けられていないとい
うことである｡ また､ 負の相関関係が見られる国においては､ 学力を伸長させるのに必要な理科教
育を受けることで､ 理科学習への動機が失われるという理科離れが起こっていることを示唆してい
る｡ 日本については､ 他の大半の OECD 加盟国と同様に､ いずれの指標も､ ｢科学的リテラシー｣
得点と正の相関関係にあり､ 理科の学力と学習意欲とがどちらとも高まるか､ どちらとも低下する
傾向が一般的であることがわかる｡ 理科教師としては､ 学力形成と動機づけの両面に留意して教育
することが大切である｡
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４. 思慮深い一市民としての態度
大半の生徒たちは､ 将来､ 科学の専門職には就かないが､ 日々の生活や社会生活で､ 科学が関連
した諸問題について意思決定することを要する様々な場面に遭遇する｡ 理科教育は､ 生徒たちが科
学的な見方や考え方を重んじ､ それに従って意思決定したり､ 社会における科学的な活動を支持し
たりすることができるようになることを目指している｡ このような理科教育の民主主義的で社会的
な機能が､ なぜ一般国民が科学を学習する必要があるかについての重要な根拠となっている
(Millar, 1996)｡
2006年の PISA 調査で測定された様々な科学への態度のうち､ ｢科学的探究の支持｣ の測定領域
は意思決定に関わるものである｡ ｢科学的探究の支持｣ については､ 前述の ｢科学的な話題の学習
への興味・関心｣ 得点尺度と同様､ PISA 調査のテスト問題の中で､ 大問で問われている事象に関
する特定の科学的探究に対する支持の程度を尋ねる質問が出題された｡ 例えば､ ｢酸性雨｣ という
大問には次のような質問があり､ 生徒はそれぞれの項目について､ どう思うかについて､ ｢全くそ
うだと思う｣ ｢そうだと思う｣ ｢そうは思わない｣ ｢全くそう思わない｣ のいずれかを選ぶように求
められた｡
ａ) 古代遺跡の保存は､ 損傷の原因に関する科学的な根拠にもとづくべきである｡
ｂ) 酸性雨の原因についての意見は､ 科学的な調査にもとづくべきである｡

図２

科学的リテラシー得点の平均と科学的探究の支持得点の平均

(◆は OECD 加盟国､ ■は非 OECD 加盟国を示す｡ 各尺度の平均得点のデータは OECD (2007b) の p.27と p.56
に基づいている｡)

図２は､ ｢科学的リテラシー｣ 得点の平均を縦軸に､ ｢科学的探究の支持｣ 得点の平均を横軸にとっ
て､ すべての参加国の結果をプロットしたものである｡ ほとんどの非 OECD 加盟国は､ ｢科学的探
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究の支持｣ 得点の平均が500点を上回っており､ 発展途上国の生徒たちが､ 科学的な探究を高く支
持していることがわかる｡ カナダ以外の成績上位の OECD 加盟国では､ 全般的に低い得点水準と
なっているが､ 日本については､ すべての参加国中でオランダに次いで低い平均得点であった｡ 理
科教育において､ 科学的な見方や考え方を意思決定の判断基準として用いることの大切さを強調す
る必要がある｡
2006年の PISA 調査で測定された意思決定に関わるもう一つの態度は､ ｢資源と環境に対する責
任｣ の測定領域である｡ 国連教育科学文化機関 (UNESCO, 2004) が2005年からの10年間を ｢持続
可能な発展のための教育の10年｣ と定めているように､ 今日社会において､ 個々人が持続可能な発
展のために行動を選択することがますます重要性を増しつつある｡ ｢資源と環境に対する責任｣ は､
すべての生徒たちが教育を通じて身に付けることが期待されている態度である｡ この領域について
は四つの態度指標が構成されたが､ ｢環境問題に関する認識｣ 指標は､ 以下の五つの質問から構成
された｡ 生徒は､ それぞれの環境に関する諸問題について､ どの程度知っているかを尋ねられた｡
括弧中は､ ｢よく知っており､ 詳しく説明することができる｣ か ｢ある程度は知っており､ 問題に
ついて大まかに説明できる｣ と回答した生徒の割合である｡
ａ) 土地開発のための森林伐採の影響 (日本68％､ OECD 平均73％)
ｂ) 酸性雨 (日本75％､ OECD 平均60％)
ｃ) 大気中の温室効果ガスの増加 (日本53％､ OECD 平均58％)
ｄ) 核廃棄物 (日本33％､ OECD 平均53％)
ｅ) 遺伝子組み換え生物の利用 (日本33％､ OECD 平均35％)
多くの環境問題は､ 様々な要因が複雑に絡み合っており､ PISA 調査が対象としている15歳の段
階で､ 生徒が問題についての理解を深めることは容易でない｡ 日本においても､ 中学校までの理科
教育ではこれらの問題についての科学的説明は行われていない｡ しかし､ 今日の生活状況は､ これ
らの環境問題が身近な存在となっており､ 問題についてある程度の知識を持ち､ 適切に判断できる
ように生徒に学習機会を提供することの必要性が高まっている｡ 環境に関する諸問題について､ 今
後､ 生徒たちにどの程度の知識をどのように教育するかは､ 理科教育の問題に止まらず､ 上記の
｢持続可能な発展のための教育の10年｣ を進展させ､ 資源と環境に対して責任ある行動を選択でき
る市民を育成するための重要な国際的課題である｡

５. 議論
これまで､ 2006年の PISA 調査における生徒の科学への態度に関する豊富な測定データから､ 科
学への興味・関心､ 理科を学習する目的意識､ 及び､ 思慮深い一市民としての態度という三つの視
点で分析を進めてきた｡ 最後に､ これらの分析を踏まえて､ 生徒の科学への態度を向上させる側面
から､ これからの理科教育をどう改善すべきなのかについて論じることとする｡
科学への興味・関心についての分析では､ 先進工業国の多くで､ 生徒の科学への興味・関心の程
度が低いことは､ さらなる科学の学習や､ 科学技術の職業選択の可能性を低下させることが予測さ
れる深刻な問題であることを指摘した｡ もし､ 生徒たちにより高度な水準の理科学習を要求するこ
とが､ 彼らの理科学習への興味・関心を抑制し､ 内発的な動機づけを低減させるのだとすれば､ 科
学への興味・関心の程度を向上させるためには､ 理科学習の水準を低下させなくてはならないこと
となる｡ 筆者は､ こうしたトレード・オフの関係から抜け出すためには､ 日本については､ 外発的
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な動機づけを重視することが特に有効であると考えている｡ 理科を学習する目的意識に関する分析
で､ ｢理科学習に対する道具的な動機づけ｣ についての日本の結果は､ 参加国中の最下位であった｡
このことは､ 理科学習の実用的な価値意識を重視することで､ 日本の生徒たちの外発的な動機づけ
を高められる余地が大きいことを意味している｡ Deci (1992) の ｢自己決定論｣ によれば､ 当初は
自身から発生したものでない外発的な動機づけであっても､ その重要性が内面化されることによっ
て､ やがて自己決定的な外発的動機へと転化して､ 自身の行動を制御するようになるという｡ つま
り､ 生徒に対して､ 理科を学習する重要性を強調するとともに､ その実用的価値を実感させること
で､ 当初は理科を学習する意欲が湧かずに勉強させられていた状態から､ 次第に理科を学ぶ重要性
を意識しながら自ら学習する状態へと変わっていくことが期待されるのである｡ このような状態に
到達することができれば､ たとえ内容的に興味・関心が湧かない場合でも､ それが重要であると認
識できれば､ その価値を習得することへの興味・関心から進んで学習することが可能となる｡
もともと個人の興味・関心は特定の領域に伸長していくものであり､ すべての領域に伸長する類
のものでないことは明らかであり､ したがって､ 内発的な動機づけのみで､ すべての生徒の科学へ
の興味・関心を育成しようとすることには無理がある｡ 科学マジックのような驚きを伴う導入など
によって興味・関心を一時的に喚起できたとしても､ それが高度な水準の理科学習に自ら取り組む
意欲につながるとは考えにくい｡ 興味・関心が高い一部の生徒を除いては､ 実用的な価値が明確に
意識できる外発的な動機づけによって､ 科学を学習する意欲を引き出すことの方が有効と考えられ
るのである｡
そもそも2006年の PISA 調査で提案された科学的リテラシーの考え方は､ すべての人々が､ 思慮
深い一市民として､ 科学とテクノロジーが関係する状況において､ 何を知っていて､ 何に価値を認
め､ 何をすることができることが重要かを特定しようとするものであり､ 科学を学習する実用的な
価値を明確にした理科教育を提案するものである｡ したがって､ 先進工業国の多くで､ 生徒の科学
への興味・関心の程度が低い問題に対しては､ PISA の科学的リテラシーの考え方が､ 実は問題の
解決へ向けた重要な提案なのだと捉えることができる｡ 具体的には､ 理科教育が､ 実生活や実社会
に存在している科学が関連する様々な問題の状況を扱い､ その理解や解決に役立つ自然界に関する
知識や科学自体に関する知識を生徒に身に付けさせるとともに､ 科学的な疑問を認識したり､ 現象
を科学的に説明したり､ 科学的な証拠を用いたりするための生徒の能力を高めることであり､ 加え
て､ 生徒の科学への興味・関心のみならず､ 科学的探究への支持や資源と環境に対する責任などの
態度を培うことである｡
実生活や実社会の諸問題の状況を扱うためには､ 物理や化学といった個別科学の学問的知識の習
得を中心に扱ってきた従来の理科教育とは異なるカリキュラムの構成が必要となる｡ 実際に､ そう
した考え方に基づいて英国で開発された ｢21世紀科学｣ カリキュラムで第10学年 (日本の中学校３
年生段階) のすべての生徒が学習するテーマは､ ｢あなたとあなたの遺伝子｣ ｢健康を維持する｣
｢地球上の生物｣ ｢大気の質｣ ｢材料の選択｣ ｢食事に関わること｣ ｢宇宙の中の地球｣ ｢放射と生命｣
｢放射能物質｣ の９つから構成されている｡ テーマから分かるように､ 学習は理科を中心としなが
らも､ 保健科､ 技術・家庭科､ 社会科を横断したような内容となっている｡
表３は､ PISA 調査において科学的リテラシーを評価する枠組み (OECD, 2006; 国立教育政策
研究所, 2007a) の中で示された､ 問題の ｢状況｣ である｡ 個人レベル､ 社会レベル､ 地球レベル
のそれぞれの次元で､ 健康や資源､ 環境､ 災害､ 科学技術のフロンティアという五つのテーマが設
定され､ それぞれに市民にとって重要性の高い問題状況の例が挙げられている｡ これらの例も､ こ
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れからの理科教育で実生活や実社会の諸問題を扱う際の参考になると考えられる｡
さて､ 理科教育で実生活や実社会の諸問題に関連させた学習を行うことは､ すでに､ 平成20年１
月の中央教育審議会答申で､ 次期の学習指導要領の理科の改訂方針となっている｡ 例えば､ 中学校
理科については､ ｢理科を学ぶことの意義や有用性を実感する機会をもたせる観点から､ 実社会・
実生活との関連を重視する内容を充実する｡ また､ 持続可能な社会の構築が求められている状況に
鑑み､ 環境教育の充実を図る方向で内容を見直す｡ これらを踏まえ､ 例えば､ 第１分野の科学技術
と人間､ 第２分野の自然と人間についての学習の充実を図る｣ とされている｡ このように､ 方針上
では十分に配慮されているように読みとれるが､ 現実的な問題点として､ 第１分野の科学技術と人
間､ 第２分野の自然と人間は､ 中学校３年の最終単元であるが､ それまでの学習の中で実社会・実
生活との関連が十分に指導されるのかという点と､ 卒業間近の段階での学習であるために､ 十分深
まりのある学習が展開されるのかという点が心配される｡ 今後の改訂へ向けた準備の中で､ これら
の懸念の払拭に努めるべきである｡
理科教師が､ 理科を学習する重要性を強調するとともに､ その実用的価値を実感させることで､
科学への内発的な興味・関心が湧かない生徒も､ 理科を学ぶ重要性を意識しながら自ら理科を学習
するように変わっていくと考えられると述べたが､ それは具体的にはどのような指導なのであろう
か｡ 残念ながら､ 生徒の科学への態度をどのような理科指導で改善できるかについての研究は未だ
殆ど蓄積されていない (Osborne, 2003)｡ 英国では前述の ｢21世紀科学｣ カリキュラムで､ 今後､
実践的な成功事例が蓄積されていくであろう｡ 日本については､ 今後､ 新たな学習指導要領が実施
される過程で､ 生徒の科学への態度を向上させる優れた指導法が編み出され､ 普及させることが期
待される｡ その際､ 2006年の PISA 調査における生徒の科学への態度の測定に用いられた質問項目
を､ 直接､ 生徒に問いかけて議論させることも考えられる｡ 例えば､ ｢私は自分の役に立つとわかっ
ているので､ 理科を勉強している｣ かについて､ 議論する中で説得力のある賛成理由が出されれば､
賛成でなかった生徒が賛成に態度を変える可能性が出てくる｡
他の国における理科の指導法から学ぶことも一つの可能性である｡ 1999年に実施された TIMSS
の理科授業ビデオ研究 (Roth et al. 2006) では､ 日本を含む五カ国で､ 理科の指導法を比較した
結果､ それらの間に大きな違いがあることが見出された｡ アメリカ合衆国の理科授業には､ 日本や
チェコ､ オランダの授業よりも､ 生徒の関心を喚起するための活動 (ゲーム､ パズル､ 劇的なプレ
ゼンテーション､ 驚くような現象､ 競争的な活動､ ロールプレイなど) に､ より高い割合の授業時
間が使われていた｡ アメリカ合衆国はまた､ 科学の本質や科学とテクノロジーと社会の関係､ 環境
および資源問題､ 科学的知識の性質､ 科学と数学との関係など､ 個別科学を超えた横断的な内容を
扱う理科授業が数多く見られたが､ 日本では全く見られなかった (小倉・松原, 2007)｡ このよう
に他の国と理科の指導法や指導内容を比較することから､ 日本の理科授業の改善につながる視点を
見出すことができる｡ 今後､ 理科授業に関する国際比較研究も含めて､ 生徒の科学への態度を改善
する理科授業に関する研究の進展が期待される｡
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表３

PISA 調査において科学的リテラシーが評価される問題の ｢状況｣
個人的な状況



健康 (例：健康の維持, 事故, 栄養)



資源 (例：個人の物質とエネルギー消費)



環境 (例：環境に優しい行為, 物質の使用と廃棄)



災害 (例：自然災害と人為的災害, 家を建てる際の決断)



科学技術のフロンティア (例：自然現象に関する科学的説明への興味, 科学に基づく趣味,
スポーツやレジャー, 音楽と個人使用のテクノロジー)
社会的な状況



健康 (例：病気の制御, 社会的伝染, 食品の選択, コミュニティの健康)



資源 (例：人口の維持, 生活の質, 食料の確保, 生産, 流通, エネルギーの供給)



環境 (例：人口分布, 廃棄物処理, ゴミ処理, 環境への影響, 地方の気象)



災害 (例：急速な変化 [地震, 激しい気象], 漸進的変化 [沿岸の浸食, 沈降], リスク評価

 科学技術のフロンティア (例：新素材, 装置と処理, 遺伝子操作, 兵器テクノロジー, 輸送)
地球的な状況


健康 (例：流行 (伝染) 病の発生, 感染病の蔓延)



資源 (例：再生可能なものと非再生可能なもの, 自然のシステム, 人口増加, 種の持続可能
な利用)



環境 (例：生物多様性, 生態系の持続可能性, 個体数制御, 土壌の生成と流失)



災害 (例：気候変動, 近代的戦争の影響)



科学技術のフロンティア (例：種の絶滅, 宇宙探査, 宇宙の起源とつくり)

註
註１

OECD 加盟国の生徒の平均得点が500点､ 標準偏差が100点となるように標準化されたことは､ OECD 加盟国

の約３分の２の生徒の得点が400点から600点の間にあり､ ちょうど平均となる生徒の得点が500点であること
を意味する｡ この処理の過程では､ 規模の大きい国 (生徒数が多い) がより規模の小さい国よりも強い影響を
及ぼさないように､ それぞれの重みが同じになるように計算されている｡
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PISA 2006 Science in Canada：
Context, Results and Possible Explanations
Robert E. Laurie＊

Abstract
Canada is a vast country with a small population density, 13 different education systems and two
official languages. It has no national education system. Despite these challenges, 15-year-old students in Canada ranked 3rd in the world on the PISA 2006 science assessment. Two of the many
factors which may explain this high ranking are the relatively good results obtained by the immigrant student population and the relatively small social inequity among Canadian students. In addition, a comparison of the overlap between the PISA 2006 science assessment framework and the
Canadian document Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12 which serves
as a guide to science curriculum developers in Canada shows that approximately 86 percent of the
Canadian document can reasonably be linked to the PISA 2006 science assessment framework.
This suggests that Canadian students should have had the opportunity to learn most of what was
assessed by the OECD, which may also explain their high ranking.

Scientific literacy in Canadian education: the context
Canada is the world's second largest country geographically but with only 33 million people
ranks 33rd in population. English and French are Canada's two official languages both of
which are used in each of its 10 provinces and 3 territories covering 5 time zones.
There is no Canadian national education system. Each province and territory has complete
authority over its education system. The autonomy which provinces and territories have in
education can sometimes present challenges at the national level. For example, obtaining comparative data such as dropout rates and spending per student can be problematic because different standards are used to calculate these indices.
Provincial and territorial autonomy often results in considerable differences in curriculum
and assessment programs across the country. To avoid unnecessary and costly duplication and
to profit from each other's strengths, it is not rare to see provinces collaborate in the areas of
mathematics, English language arts and social studies (Council of Atlantic Ministers of Education and Training, 2004; Laurie, 2006; Ogura et al., 2006; WNCP, 2000).

*

Director, Assessment and Evaluation, New Brunswick Department of Education, Canada
Member, Science Forum and Science Expert Group, PISA 2006

71

In light of the need for a pan-Canadian voice on many national and international issues, the
Council of Ministers of Education, Canada (CMEC) was established in 1967. The CMEC serves
as a forum to discuss policy issues and to facilitate joint activities of mutual interest, as the
mechanism through which education ministers consult and act on matters of mutual interest,
and as a means by which to consult and cooperate with national education organizations and
the federal government. The CMEC also represents the education interests of the provinces and
territories internationally on projects such as the OECD's Programme for International Student Assessment, PISA (Council of Ministers of Education, Canada, 2007).
An important CMEC initiative in the area of science was the introduction of a pan-Canadian
science assessment in 1996 which complemented assessments in reading, writing, mathematics
and problem solving as part of the School Achievement Indicators Program or SAIP (Council
of Ministers of Education, Canada, 1996a, 1996b). SAIP assessed 13 and 16-year-old students on
a yearly basis with each year featuring one of the domains.
An important feature of the SAIP Science assessment was its focus on aspects other than scientific knowledge: practical tasks, the nature of science and the relationship of science to technology and societal Issues had as much importance as each of the traditional science knowledge
domains.
The impact across Canada of assessing areas other than scientific knowledge broadened the
scope and the goal of science education throughout the country. Teachers and curriculum developers realized the importance of areas that were generally absent from classroom teaching
and learning. More and more educators now understand that it is important for Canada to
produce scientifically literate citizens. This new paradigm is generally accepted by educators
who realize that teaching for scientific literacy does not preclude preparing students for future
studies in science.
Shortly after the introduction of SAIP'S science component the CMEC introduced a science
curriculum framework document, the Common Framework of Science Learning Outcomes K to
12 (Council of Ministers of Education, Canada, 1997). Based on some of the major initiatives
in science education at that time (American Association for the Advancement of Science, 1993;
Australia Curriculum Corporation, 1994; Bingle & Gaskell, 1994; Driver, Guesne & Thibergien,
1985; Eisenhart, Finkel & Marion, 1996; Hart, 1987; Jenkins, 1995; National Research Council,
1996, National Science Teachers Association, 1992, 1993; and Rutherford & Ahiglen, 1990), the
document served as a basis for the development of provincial science curricula across Canada.
Thus, each province and territory retained its autonomy whilst ensuring a certain level of consistency in science curricula across the country.
Following the publication of the Common Framework of Science Learning Outcomes K-12 the
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next major change in Canadian science education was in the area of assessment. In an effort to
modernize its assessment program, the CMEC replaced the School Achievement Indicators Program (SAIP) with the Pan-Canadian Assessment Program (PCAP) in the spring of 2007.
Modeled after PISA, PCAP assesses reading, mathematics and science and designates one of
these domains as the major domain with the other two being minor domains. PCAP assesses
13-year-old students exactly two years prior to the next PISA assessment. The same major domain is used in PCAP and PISA for the same cohort of students. In the spring of 2007, 13-yearold students were assessed in reading (major domain), mathematics and science (minor
domains) thus mimicking the PISA 2009 assessment. PCAP is expected to show strong predictive validity with future PISA results for the same cohort. The results of the first PCAP assessment will be published in March 2008.

Status of scientific literacy in Canada − PISA 2006 results
Canada has participated in PISA since its introduction in 2000. Due to the small number of
15-year old students in the three territories, only the 10 provinces participate in PISA. Consistent with provincial autonomy, each province over-samples the required number of students by
the OECD so that results can be published at the provincial level. In addition, five provinces
over-sample even more in order to report on each of their English and French populations.
These levels of over-sampling explain why Canada has more participating students than most
countries. Approximately 22500 students from 1000 schools across Canada were selected to participate in PISA 2006. Students were administered assessment booklets in their language of instruction, either English or French.
In PISA 2006, Canada ranked 3rd in the world behind only Finland and Hong Kong (China).
With a score of 534 points, Canada ranked ahead of Japan (531 points), the United Kingdom
(515 points) and the United States (489 points). Although direct comparisons cannot be made
between the PISA 2003 and PISA 2006 science scores, Canada's result still shows a marked improvement relative to other countries since Canada ranked 11th in PISA 2003 Science (OECD,
2007a).
As can be expected, scores varied from one province to another within Canada (see table 1).
Scores ranged from a high of 550 points in Alberta to 506 points in New Brunswick which
ranked last in Canada but still above the OECD average of 500 points.
Predictably, most Canadian media reports on the PISA 2006 results were quite positive.
There was however, some discontent in the lower ranking provinces, especially in Eastern Canada where 3 of the 4 lowest ranking provinces are situated. For example, the New Brunswick
Telegraph Journal condemned the state of education in that province.
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Table 1. PISA 2006 science scores by Canadian province

*
**

PROVINCE

SCIENCE SCORE

Alberta

550*

British Columbia

538

Ontario

537

CANADA

534

Qubec

531

Newfoundland and Labrador

526**

Manitoba

523**

Nova Scotia

520**

Saskatchewan

516**

Prince Edward Island

509**

New Brunswick

506**

OECD

500**

significantly above the Canadian mean
significantly below the Canadian mean

"New Brunswick’s students are failing the most basic tests expected of adults in a modern
society. They can’t read well enough; they can’t write well enough; they can’t perform math
well enough; and they know little of the scientific principles on which our technological culture is constructed." (December 7, 2007 page A6)
That PISA didn't assess students' writing skills didn't concern this newspaper. Clearly, the
media, along with many parents and other stakeholders, pressure the education system to produce better performing students. This incessant pressure on the system and on the students
may help explain why Canadian students' performance in science is relatively good.

Understanding Canada's results
Student performance is influenced by a vast number of variables. In Canada a questionnaire
dealing with students' school activities, work activities, and their relationships with others was
administered as a national option. These data complement the PISA data and serve as the basis
of the Canadian PISA report (Bussire, Knighton, and Pennock, 2007).
Among the many variables on which PISA collects data, immigrant student performance
and socioeconomic status, are particularly informative when trying to understand Canada's results on PISA 2006. Another way of explaining Canada's results is to focus on students' opportunities to learn what was assessed by PISA. This section will discuss each of these three
factors.

Immigrant student performance
Canada prides itself on being a country which welcomes immigrants from all over the world.
Canadians wish to live in a society which embraces, promotes and respects different cultures.
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One person in five currently living in Canada was not born in Canada (Statistics Canada,
2007). Given the important multicultural nature of Canadian society it follows that data on
immigrant student performance are most relevant to Canadian educators and policy makers.
PISA identifies two groups of immigrants: second-generation immigrants are those born in
Canada from immigrant parents while first-generation immigrants are those born outside
Canada. All students born in Canada from parents also born in Canada are defined as nonimmigrant students.
A total of 9.9 percent of students in Canada who participated in PISA 2006 were firstgeneration immigrants while 11.2 percent were second-generation immigrants. These percentages are more than double the average for the OECD countries which report percentages of 4.6
percent and 4.8 percent respectively (see table 2).
PISA science results show that the longer students were in Canada the better they performed
in science on PISA 2006. Non-immigrant Canadian students obtained a mean score of 541 points
while second-generation students obtained a mean score of 528 points (see table 2). Firstgeneration immigrant students obtained a mean score of 519 points. The positive relationship
between time educated in Canada and performance in science is consistent with results from the
2003 International Adult Literacy and Skills Survey for literacy, numeracy and problem solving (Barr-Telford, Nault, & Pignal, 2005; Murray, Owen, & McGaw, 2005).
A similar trend to Canada's PISA science results for immigrant and non-immigrant students
is seen in the OECD countries. However, when PISA science results of non-immigrant, secondand first-generation immigrant students in Canada are compared to those of the OECD countries one notices that in all cases the performance of students in Canada is significantly better
than that in the OECD countries. Importantly, the 21 point difference between non-immigrant
students and first-generation immigrants in Canada is much smaller than the 56 point difference seen in the OECD countries. In fact, the performance gap among immigrants in Canada
is the smallest of OECD countries (Bussire, Knighton, & Pennock, 2007). This provides evidence that Canadian schools have a strong positive impact on student performance.
The relatively small difference in performance between non-immigrant and immigrant stuTable 2. Differences in percentage of Canadian and OECD students and student performance in science
by immigrant status. (mean values and standard errors)
Non-immigrant

Second-generation
immigrants

First-generation
immigrants

Percentage
of students

Science Score

Percentage
of students

Science Score

Percentage
of students

Science Score

Canada

78.9 (1.2)

541 (1.8)

11.2 (0.7)

528 (4.8)

9.9 (0.7)

519 (5.2)

OECD

90.7 (0.1)

506 (0.5)

4.6 (0.1)

468 (3.7)

4.8 (0.1)

450 (3.4)
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dents suggests that Canadian schools are addressing immigrants' needs as they adapt to life in
Canada. In areas where the influx of immigrants is strong, there exist intensive literacy and
numeracy programs to help immigrants who are often not only behind their peers academically but also unable to converse in either English or French. Such intensive programs have
been introduced in Toronto, a magnet for immigrants entering Canada, and are reportedly experiencing excellent results (Mahoney, 2007). In addition, Bussire, Knighton, and Pennock
(2007) report that high performing countries such as Canada and the Republic of Korea are
characterized by a high number of high achievers and few low achievers, equitable education
systems where the quality of teaching is almost homogeneous regardless of the school. Educational environments such as these facilitate the integration of all incoming students regardless
of their origins.

Canada’s social equity
The relationship between socioeconomic background and student performance can help assess the benefits of schooling to students of varying socioeconomic backgrounds. In PISA 2006,
socioeconomic status (SES) was measured by an index that includes information describing
family structure, parental education and occupation, parental labor market participation and
whether a students' family has specific educational and cultural possessions at home
(Bussire, Knighton, & Pennock, 2007). Similar to Canada's results in the first two PISA cycles, student performance is once again related to socioeconomic status (SES) even though
PISA data show that Canada is the country where SES has the least influence on school
achievement (OECD, 2007b).
A direct way of seeing the effect of SES on student performance is to calculate the mean student performance score for each of the four quarters when students are ranked based on their
socioeconomic status. As shown in table 3, Canadian students in the top socioeconomic quarter
had a mean score of 569 while those in the bottom socioeconomic quarter had a mean score of
501. The difference between the mean scores in the top and bottom quarter is much smaller in
Canada (68 points) than for the OECD countries (119 points). This smaller difference points
to a higher degree of social equity in Canada than in the OECD average.
Predictably, although the difference between the mean student performance scores in the top
and bottom socioeconomic quarters is rather small there exists variation across Canadian
provinces. This is demonstrated in figure 1 where differences ranging from 55 points in Prince
Table 3. Student performance in PISA science by socioeconomic quarter.
Bottom quarter

Second quarter

Third quarter

Top quarter

Difference
(top and bottom
quarter)

Canada

501

527

548

569

68

OECD average

430

481

512

549

119
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Figure 1. Difference in the mean score between the top and bottom socioeconomic quarters
for each Canadian province, Canada and the OECD countries

Edward Island to 93 points in Newfoundland and Labrador are observed. The OECD average of
119 points is 26 points more than Newfoundland and Labrador which has the highest difference
among Canadian provinces.
Another way of assessing the effect of SES on student performance is to plot student performance against their socioeconomic status. Best-fitting lines called socioeconomic gradients
show the relationship between student performance and SES. Figure 2 presents the SES gradients for the OECD countries, Japan, Finland, the United Kingdom, the United States and Canada. The gradient is obtained using SES scores from the middle 90% of students (between the
5th and 95th percentiles). The range of SES in a given country or province indicates how widely
the student population is dispersed in terms of SES background. From this, one can conclude
that the range of SES for Japanese students is much smaller than that of the average student
in the OECD.

Figure 2. SES gradients for OECD, Japan, Finland, United Kingdom, United States and Canada1
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Each of the 10000 points on the graph represents a randomly selected student from the OECD
population. The vertical axis shows PISA science scores (mean=500, standard deviation=100)
while the horizontal scale shows the PISA values for the socioeconomic status which have been
standardized to a mean of 0 and standard deviation of 1 for all OECD countries.
Socioeconomic gradients such as those in figure 2 are characterized by their slope, their level,
and their strength. The slope of the SES gradient indicates the extent of inequality which can
be attributed to SES. Steep slopes such as those seen for the UK and the US indicate a strong
impact of SES on student performance in science. There exists more inequality among UK and
US students based on SES than among students in Finland and Canada where the SES gradients have gentler slopes.
The level or average height of the SES gradient is defined as the expected score for a child
with average SES (Willms, 2003). The level or height of a country's SES gradient is an indication of its overall performance. From figure 2 we can see that the level of the SES gradient for
Finnish students is higher than that of their peers in other countries. Figure 2 also shows that
for all SES values Finnish students have a higher performance levels than their peers. In all
countries students of high socioeconomic status perform better than students of low socioeconomic status.
Although Canada has an SES gradient which shows a gentle slope and rather high level there
is considerable variability for these two characteristics when each province is looked at individually as in figure 3.
Contrasting the SES gradients of Alberta (AB) and New Brunswick (NB) one sees that the

Figure 3. SES gradients for Canada and its 10 provinces
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range of SES for students of both these provinces is about the same but that of Alberta students is situated at higher SES values than that of New Brunswick students. This is consistent
with the relative wealth of both provinces. The slopes of the two SES gradients show that there
is more inequality in New Brunswick than in Alberta. It is noteworthy that for higher SES levels, the Alberta SES gradient starts to level off which indicates that there is less inequality between Alberta students of relatively high SES than New Brunswick students. This leveling off
of the slope is also observed in British Columbia (BC), Ontario (ON), Manitoba (MB), Saskatchewan (SK) and Prince Edward Island (PE). Interestingly, the SES gradient for Qubec
(QC) shows a strong and opposite trend. In this province the inequality between students increases at higher SES values.
Although Canada's SES gradient has a rather gentle slope and high level, most of the provincial SES gradients are below that of Canada's. This is evidence that the population varies from
province to province. In fact, the top 4 provinces in the PISA ranking account for approximately 86 percent of Canada's total population (Statistics Canada, 2007).
The third characteristic of SES gradients is its strength. A gradient's strength refers to how
much individual student performance scores vary above and below the gradient line. A strong
relationship indicates that a considerable amount of the variation in the student performance
scores is associated with SES whereas a weak relationship indicates that relatively little of the
variation in the student performance scores is associated with SES. The strength of the gradient is commonly measured by a statistic called R-squared. This statistic represents the portion
of the variance in the student performance scores explained by SES. For the five countries in
figure 2, Japan has the smallest gradient strength with 7.4 percent of the variation in student
performance being explained by SES. This contrasts with 17.9 percent of the variation in student performance being explained by SES in the United States. Canada, Finland and the UK
have values of 8.2 percent, 8.3 percent and 13.9 percent respectively.

Canada's Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12
The OECD expects students to use content-specific knowledge along with their ability to reflect on that knowledge and their experience and to apply these to real world issues (OECD,
2007a). It is therefore important to consider students' opportunity to learn since the presence
or absence of such opportunities can influence their performance. A recent study found significant overlap between the Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12 and provincial science curricula (Council of Ministers of Education, Canada, 2005) thus providing
evidence of its widespread acceptance across the country.
Perhaps the most important commonality between the Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12 and provincial curricula is that scientific literacy is the stated goal of science education in each Canadian province and territory. There is widespread agreement across
Canada that students should understand the nature of science and technology, the
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relationships between science and technology and the social and environmental contexts of science and technology.
Other commonalities pertaining to skills, knowledge and attitudes were found. Skill development across grade levels for scientific inquiry, problem solving, and decision making is a
strong commonality in provincial science curricula. In Canada, students are expected to apply
these skill sets to real-life situations to solve problems and make informed decisions. Such applications include using and validating evidence, and making judgments about evidence when
dealing with social, environmental, health, and technological impacts and consequences.
Common to the skill sets for scientific inquiry, problem solving, and decision making is being
able to formulate a testable question or identify a problem, planning a valid investigation, carrying out the investigation, analyzing the data, and drawing valid conclusions. The importance
of developing communication skills is also emphasized throughout Canadian science curricula.
Other commonalities such as laboratory skills in science (for example, the proper use of equipment such as microscopes and balances, and the safe use of tools, equipment, and materials)
are also found in science curricula across Canada even though they are not as prevalent.
Developing positive attitudes about continuing interest in science, respect for the ideas of
people with various backgrounds and views, support for scientific processes, collaboration with
others, stewardship for the natural environment and safety in science represent major components in many science curriculum documents across Canada. The emphasis on student attitudes
in science provincial curricula and in the Common Framework of Science Learning Outcomes K
to 12 is pertinent in light of the importance given to attitudes in science in the PISA 2006 science assessment.
Because of the many commonalities between the Common Framework of Science Learning
Outcomes K to 12 and science curricula across Canada it is pertinent to compare the former
document with the PISA 2006 science assessment framework. Strong alignment between these
two documents would point to another possible explanation of the Canadian results on PISA
2006.

Comparing the Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12 to the
PISA science assessment framework
One of the effects of the Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12 has been
to standardize science curricula across all Canadian provinces and territories relative to what
was present a decade ago. However, several conditions must exist before the suggested outcomes in the Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12 are learned by students.
First, provincial curriculum developers must use the Framework as a basis for what officially
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becomes the province's intended curriculum. Next, teachers must teach the intended curriculum
which, in effect, becomes the taught curriculum. What students actually learn from the taught
curriculum becomes the learned curriculum. Assessments only test a limited part of what is intended by curriculum developers, taught by teachers and learned by students (Cuban, 1995). It
is therefore appropriate to recognize the existence of the tested curriculum.
Large-scale assessments such as PISA 2006 do not intend to assess a particular curriculum
but rather important knowledge and skills important in life. Such knowledge and skills, along
with a number of attitudes, are described in the PISA 2006 science assessment framework
(OECD, 2006). Despite the absence of a national science curriculum in Canada we nevertheless
have a situation where a suggested curriculum has been shown to influence the intended curricula parts of which become the taught curriculum. What is learned by students, the learned curriculum, is generally what determines student performance on assessments that reflect the
tested curriculum. Canadian students ranked 3rd in the world on PISA 2006. Even if student
learning in science encompasses much more than what is taught in school, the excellent Canadian results suggest a strong alignment between the Common Framework of Science Learning
Outcomes K to 12 and the PISA 2006 science assessment framework.
The PISA 2006 science assessment framework describes four aspects that are the focus of the
assessment: scientific competencies, knowledge of and about science, and attitudes. Three scientific competencies are described: identifying scientific issues, explaining phenomena scientifically, and using scientific evidence. Knowledge of science encompasses knowledge from the
fields of biology (living systems), chemistry and physics (physical systems), Earth and space
systems and technology systems. Knowledge about science is comprised of two categories: scientific enquiry and scientific explanations. Finally, PISA 2006 describes three areas for the assessment of attitudes: interest in science, support for scientific enquiry, and responsibility
towards resources and environments.
The Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12 describes four foundation
statements which delineate the critical aspects of scientific literacy. Foundation 1 (science,
technology, society and the environment, STSE) is composed of the nature of science, the relationships between science and technology, and the social and environmental contexts of science
and technology. Foundation 2 (skills) is composed of scientific enquiry skills such as initiating
and planning, performing and recording, analyzing and interpreting, and communication and
teamwork. Foundation 3 (knowledge) includes scientific knowledge in the fields of life science,
physical science, and Earth and space science. Finally, Foundation 4 (attitudes) refers to generalized aspects of student behavior. These attitudes include the appreciation of science, interest in science, scientific enquiry, collaboration, stewardship and safety. What follows is a
mapping of the Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12 targeted for grade
10 students. These outcomes have been selected for comparison to the PISA framework because
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the vast majority of 15-year-old students are at that grade level when they write the PISA assessment. A total of 91 outcomes are presented at the grade 10 level. Foundation 1 (STSE) has
24 specific learning outcomes, foundation 2 (skills) has 29 specific learning outcomes and foundation 3 (knowledge) has 23 specific learning outcomes. Because of the nature of the attitudes
foundation which states that "students will be encouraged to develop attitudes that..." instead
of expecting students to demonstrate specific attitudes, only general learning outcomes are
presented. There are 15 attitude general learning outcomes.

PISA competencies and the Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12
A total of 8 specific learning outcomes from the grade 10 level of the Common Framework of
Science Learning Outcomes K to 12 can be reasonably matched to the PISA competencies as
shown in table 32 . The first two of these outcomes are from foundation 1 (STSE) while the
other 6 are from foundation 2 (skills).
Table 3. Grade 10 specific learning outcomes mapping to the PISA competencies
Common Framework of Science
Learning Outcomes (grade 10)

PISA competencies
Identifying Scientific Issues
・Recognising issues that are possible to investigate
scientifically
・Identifying keywords to search for scientific information
・Recognising the key features of a scientific investigation
Explaining phenomena scientifically
・Applying knowledge of science in a given situation
・Describing or interpreting phenomena scientifically
and predicting changes
・Identifying appropriate descriptions, explanations,
and predictions
Using Scientific Evidence
・Interpreting scientific evidence and making and
communicating conclusions
・Identifying the assumptions, evidence and reasoning behind conclusions
・Reflecting on the societal implications of science
and technological developments

・illustrate how science attempts to explain natural
phenomena
・provide examples of how science and technology are
an integral part of their lives and their community
・identify questions to investigate that arise from
practical problems and issues
・compile and display evidence and information, by
hand or computer, in a variety of formats, including diagrams, flow charts, tables, graphs, and scatter plots
・interpret patterns and trends in data, and infer or
calculate linear and nonlinear relationships among
variables
・provide a statement that addresses the problem or
answers the question investigated in light of the
link between data and the conclusion
・communicate questions, ideas, and intentions, and
receive, interpret, understand, support, and respond to the ideas of others
・select and use appropriate numeric, symbolic,
graphical, and linguistic modes of representation to
communicate ideas, plans, and results

PISA knowledge of science categories and the Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12
A total of 34 specific learning outcomes from the grade 10 level of the Common Framework
of Science Learning Outcomes K to 12 can be reasonably matched to the PISA knowledge of science categories as shown in table 4. Ten specific learning outcomes map to the physical systems
category all of which are in the knowledge foundation. Nine specific learning outcomes map to
the living systems category. One of these outcomes is from the skills foundation while the others are from the knowledge foundation. Eleven specific learning outcomes map to the
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technology systems category, all of which are found in the STSE foundation. That only 4 specific learning outcomes − all from the knowledge foundation − relate to the Earth and space
systems category reflects the reduced importance of this knowledge category in the Common
Framework of Science Learning Outcomes K to 12. In turn, this reflects the reduced science class
time dedicated to Earth and space science relative to the other domains because some provinces
include Earth science in their geography courses which are usually grouped with the humanities or social studies classes. Similarly, space science is sometimes studied in the context of an
advanced physics class.
Table 4. Grade 10 specific learning outcomes mapping to the PISA knowledge of science categories
Common Framework of Science
Learning Outcomes (grade 10)

PISA Knowledge of Science
Physical systems
・Structure of matter (e.g. particle model, bonds)
・Properties of matter (e.g. changes of state, thermal
and electrical conductivity)
・Chemical changes of matter (e.g. reactions, energy
transfer, acids/bases)
・Motions and forces (e.g. velocity, friction)
・Energy and its transformation (e.g. conservation,
dissipation, chemical reactions)
・Interactions of energy and matter (e.g. light and
radio waves, sound and seismic waves)

・name and write formulas for some common ionic
and molecular compounds, using the periodic table
and a list of ions
・classify substances as acids, bases, or salts, based
on their characteristics, name, and formula
・illustrate, using chemical formulas, a wide variety
of natural and synthetic compounds that contain
carbon
・represent chemical reactions and the conservation
of mass using molecular models, and balanced symbolic equations
・describe how neutralization involves tempering the
effects of an acid with a base or vice versa
・illustrate how factors such as heat, concentration,
light, and surface area can affect chemical reactions
・describe quantitatively the relationship among displacement, time, and velocity
・analyse graphically and mathematically the relationship among displacement, velocity, and time
・distinguish between instantaneous and average velocity
・describe quantitatively the relationship among velocity, time, and acceleration

Living systems
・Cells (e.g. structures and function, DNA, plant and
animal)
・Humans (e.g. health, nutrition, subsystems [i.e. digestion, respiration, circulation, excretion, and
their relationship], disease, reproduction)
・Populations (e.g. species, evolution, biodiversity,
genetic variation)
・Ecosystems (e.g. food chains, matter and energy
flow)
・Biosphere (e.g. ecosystem services, sustainability)

・describe and apply classification systems and nomenclature used in the sciences
・illustrate the cycling of matter through biotic and
abiotic components of an ecosystem by tracking
carbon, nitrogen, and oxygen
・describe the mechanisms of bioaccumulation, and
explain its potential impact on the viability and diversity of consumers at all trophic levels
・explain why ecosystems with similar characteristics can exist in different geographical locations
・explain why different ecosystems respond differently to short-term stresses and long-term changes
・explain various ways in which natural populations
are kept in equilibrium and relate this equilibrium
to the resource limits of an ecosystem
・explain how the biodiversity of an ecosystem contributes to its sustainability
・analyse the impact of external factors on an ecosystem
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・describe how soil composition and fertility can be
altered and how these changes could affect an ecosystem
Earth and space systems
・Structures of the Earth systems (e.g. lithosphere,
atmosphere, hydrosphere)
・Energy in the Earth systems (e.g. sources, global
climate)
・Change in Earth systems (e.g. plate tectonics,
geochemical cycles, constructive and destructive
forces)
・Earth's history (e.g. fossils, origin and evolution)
・Earth in space (e.g. gravity, solar systems)

・describe and explain heat transfer in the hydrosphere and atmosphere and its effects on air and
water currents
・describe how the hydrosphere and atmosphere act
as heat sinks within the water cycle
・describe and explain the effects of heat transfer
within the hydrosphere and atmosphere on the development, severity, and movement of weather systems
・analyse meteorological data for a given time span
and predict future weather conditions, using appropriate methodologies and technologies

Technology systems
・Role of science-based technology (e.g. solve problems, help humans meet needs and wants, design
and conduct investigations)
・Relationships between science and technology (e.g.
technologies contribute to scientific advancement)
・Concepts (e.g. optimisation, trade-offs, cost, risk,
benefit)
・Important principles (e.g. criteria, constraints, innovation, invention, problem solving)

・evaluate the role of continued testing in the development and improvement of technologies
・distinguish between scientific questions and technological problems
・describe the historical development of a technology
・identify examples where scientific understanding
was enhanced or revised as a result of the invention
of a technology
・identify examples where technologies were developed based on scientific understanding
・describe the functioning of domestic and industrial
technologies, using scientific principles
・analyse natural and technological systems to interpret and explain their structure and dynamics
・compare examples of how society supports and influences science and technology
・identify possible areas of further study related to
science and technology
・compare the risks and benefits to society and the
environment of applying scientific knowledge or introducing a technology
・evaluate the design of a technology and the way it
functions on the basis of identified criteria such as
safety, cost, availability, and impact on everyday
life and the environment

PISA knowledge about science categories and the Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12
A total of 20 specific learning outcomes from the grade 10 level of the Common Framework
of Science Learning Outcomes K to 12 can be reasonably matched to the PISA knowledge about
science categories as shown in table 5. Five specific learning outcomes belong to the STSE foundation while 15 are found in the skills foundation.
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Table 5. Grade 10 specific learning outcomes mapping to the PISA knowledge about science categories
Common Framework of Science
Learning Outcomes (grade 10)

PISA Knowledge about Science
Scientific Enquiry
・Origin (e.g. curiosity, scientific questions)
・Purpose (e.g. to produce evidence that helps answer
scientific questions, current ideas/models/theories,
guide enquiries)
・Experiments (e.g. different questions suggest different scientific investigations, design)
・Data type (e.g. quantitative [measurements], qualitative [observations])
・Measurement (e.g. inherent uncertainty, replicability, variation, accuracy/precision in equipment
and procedures)

・describe the usefulness of scientific nomenclature
systems
・design an experiment identifying and controlling
major variables
・state a prediction and a hypothesis based on available evidence and background information
・design an experiment and identify specific variables
・evaluate and select appropriate instruments for collecting evidence and appropriate processes for problem solving, inquiring, and decision making
・develop appropriate sampling procedures
・use instruments effectively and accurately for collecting data
・compile and organize data, using appropriate formats and data treatments to facilitate interpretation of the data
・select and use apparatus and materials safely
・compare theoretical and empirical values and account for discrepancies
・evaluate the relevance, reliability, and adequacy of
data and data collection methods
・identify and explain sources of error and uncertainty in measurement and express results in a
form that acknowledges the degree of uncertainty
・propose alternative solutions to a given practical
problem, identify the potential strengths and weaknesses of each, and select one as the basis for a plan
・identify new questions or problems that arise from
what was learned
・identify multiple perspectives that influence a science-related decision or issue
・develop, present, and defend a position or course of
action, based on findings

Scientific Explanations
・Types (e.g. hypothesis, theory, model, law)
・Formation (e.g. data representation, role of extant
knowledge and new evidence, creativity and imagination, logic)
・Rules (e.g. must be logically consistent based on
evidence, historical and current knowledge)
・Outcomes (e.g. produce new knowledge, new methods, new technologies lead to new questions and investigations)

・explain how a paradigm shift can change scientific
world views
・describe the importance of peer review in the development of scientific knowledge
・explain how scientific knowledge evolves as new evidence comes to light
・propose a course of action on social issues related to
science and technology, taking into account human
and environmental needs

PISA attitude areas and the Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12
A total of 15 learning outcomes from the grade 10 level of the Common Framework of Science
Learning Outcomes K-12 can be reasonably matched to the PISA attitude areas as shown in
table 6. Two specific learning outcomes belong to the STSE foundation while 13 general learning outcomes are found in the attitude foundation.
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Table 6. Grade 10 learning outcomes mapping to the PISA attitude areas
PISA Attitudes

Common Framework of Science
Learning Outcomes (grade 10)

Interest in Science
・Indicate curiosity in science and science-related issues and endeavors
・Demonstrate willingness to acquire additional scientific knowledge and skills, using a variety of resources and methods
・Demonstrate willingness to seek information and
have an ongoing interest in science, including consideration of science-related careers

・identify and describe science-and technology-based
careers related to the science they are studying
・show a continuing and more informed curiosity and
interest in science and science-related issues
・acquire, with interest and confidence, additional science knowledge and skills, using a variety of resources and methods, including formal research
・consider further studies and careers in science-and
technology-related fields

Support for Scientific Enquiry
・defend a decision or judgement and demonstrate
・Acknowledge the importance of considering differthat relevant arguments can arise from different
ent scientific perspectives and arguments
perspectives
・Support the use of factual information and rational ・value the role and contribution of science and techexplanations
nology in our understanding of phenomena that are
・Express the need for logical and careful processes in
directly observable and those that are not
drawing conclusions
・appreciate that the applications of science and technology can raise ethical dilemmas
・value the contributions to scientific and technological development made by women and men from
many societies and cultural backgrounds
・confidently evaluate evidence and consider alternative perspectives, ideas, and explanations
・use factual information and rational explanations
when analysing and evaluating
・value the processes for drawing conclusions
Responsibility towards resources and environments
・Show a sense of personal responsibility for maintaining a sustainable environment
・Demonstrate awareness of the environmental consequences of individual actions
・Demonstrate willingness to take action to maintain
natural resources

・have a sense of personal and shared responsibility
for maintaining a sustainable environment
・project the personal, social, and environmental consequences of proposed action
・want to take action for maintaining a sustainable
environment
・be aware of the direct and indirect consequences of
their actions

Analysis of the mapping results presented in tables 3-6 may raise questions as to its appropriateness. We reiterate here that a reasonable, rather than exact match was used in the mapping. Some outcomes from the Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12 can
reasonably be mapped to more than one PISA "outcome" depending on the particular task assigned by the teacher. For example, the STSE specific learning outcome "It is expected students
will defend a decision or judgement and demonstrate that relevant arguments can arise from
different perspectives" can be mapped to the PISA scientific competency of using scientific evidence because it may apply to "identifying assumptions, evidence and reasoning behind conclusions". Depending on how teachers vary their class activities it is reasonable to imagine that
the competency of "interpreting scientific evidence" can also apply to this outcome. In addition,
the same outcome can also relate to the knowledge about science category of scientific explanations as it applies to recognizing "historical and current knowledge". Finally, this same outcome can also be reasonably mapped to the support for scientific enquiry area of the attitudes.
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Notwithstanding the limitations regarding the reliability of the mapping, it has been possible to demonstrate the extent to which the Common Framework of Science Learning Outcomes
K to 12 aligns with the PISA 2006 science assessment framework. Of the 91 outcomes, all but
13 specific learning outcomes and 2 attitude general learning outcomes cannot reasonably be
mapped to the PISA framework. Viewed differently, approximately 86 percent of the outcomes
in the Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12 can reasonably be mapped to
the PISA framework. Hence, while the impact of such a strong alignment between the two
documents may be difficult to quantify, there is little doubt that Canadian students profited by
this situation on the PISA 2006 Science Assessment. This may, in part, explain their excellent
results.

Looking ahead
Despite Canada's excellent performance on the PISA 2006 science assessment and its improvement of 8 ranks from the 2003 assessment caution should be exerted when trying to predict future Canadian performance on PISA science assessments. Two factors warrant this caution.
The first factor is the shortage of qualified science teachers across Canada. With the massive
retirement of the baby-boom generation teachers, schools are finding it increasingly difficult
to recruit science teachers with a strong science background. Given that student performance
is strongly related to quality teaching it is difficult to be optimistic based on this point alone.
Paradoxically, the second factor pertains to the current strong alignment of the Common
Framework of Science Learning Outcomes K to 12 with provincial science curricula as described
above. The pan-Canadian curriculum document is now more than a decade old and no new version is formally planned. Given that most provincial curricula have a life-span of about a decade, provinces will soon update their respective science curricula without the guidance of a panCanadian framework. In fact such changes have already begun in some provinces. It is
reasonable to assume that there will be more inter-provincial variation in science curricula
than currently exists. Consequently, this will result in an overall weaker alignment with the
PISA science framework when viewed at the country level. Thus, Canadian students may not
have as many opportunities to learn, at least in school, some of the competencies, knowledge
and attitudes that the PISA definition of scientific literacy requires of them.

Conclusion
Despite the absence of a national science curriculum and the inevitable differences in science
curriculum across Canada, Canadian students in every province performed above the OECD average on the PISA 2006 science assessment. Ranking 3rd in the world with a score of 534 points,
Canada improved 8 places from its 2003 PISA science ranking.
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Three possible explanations for these results were presented. The first is the relatively
strong performance of immigrant students. This performance is interpreted as a success story
in Canada given the country's multicultural composition. A second explanation is the relative
equity seen across Canada with regard to students' socioeconomic status. Canada, along with
a few other high performing countries, has managed to implement social policies which help reduce the inequity between students of differing socioeconomic status. Finally, the strong alignment with Canada's Common Framework of Science Learning Outcomes K to 12, provincial
science curricula and the PISA 2006 science assessment framework suggests that students were
exposed to opportunities to develop and learn the competencies, knowledge and attitudes expected of them by the OECD.
Whether Canadian 15-year-old students will maintain their excellent ranking on future PISA
science assessments remains to be seen given the paucity of highly qualified science teachers
and the probable increase in variability in science curricula across Canadian provinces in the
short term.
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The Development of Scientific Literacy,
the Present and Future Challenges in Finland
Merike Kesler＊

1. A little big country and an equal educational system
The country of thousands of lakes and large forests is the home of 5.3 million people. Due to
the large land area and small population, the average population density in Finland is low (16
inh. per km2). In reality, most of the population lives in the large cities of southern Finland,
while northern Lapland is very sparsely populated. Over the centuries, the small population of
Finland has learned to adapt. The beautiful but raw nature and harsh climate, together with
a location on the border of two different cultures (Swedish and Russian) have led to the development of useful survival skills (FinnSight 2015, 2006). The Finnish language and culture are
strong. The dominant language in Finland is Finnish, which is spoken in nearly 90% of the
families, with Swedish and Sami as the other two domestic languages.
World War II and the large war indemnities to the Soviet Union contributed to the fact that
the most significant reforms in the educational system did not take place until the 1970's. First,
teacher training was moved to the universities and all teachers began to do master's degree
(Arinen and Karjalainen, 2007). Another significant reform was the development of a uniform
basic school. The nine-grade basic school became open to all, and obtaining a basic education
became compulsory to everyone. These two major reforms have enabled the development of the
present-day high-quality educational system. The parents of the children who participated in
the 2006 PISA survey have all received a uniform basic education, which may have influenced
the good results (Arinen and Karjalainen, 2007).
A uniform and free (from basic school to university) educational system guarantees an
equal education for everyone regardless of place of residence, wealth and native language
(Arinen and Karjalainen, 2007). This can also be seen in the results of the 2006 PISA survey:
The level of education of 15-year old Finns was solid, and there were top results in the schools
of northern Lapland as well as in the schools in the greater Helsinki area (Figures 1 and 2).
Swedish-language schools have produced equally good results. A good or top level education
can be reached by every child, regardless of school.
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Figure 1. PISA2006 average results in scientific literacy, reading literacy and mathematical
literacy in different geographical areas of Finland (Arinen and Karjalainen, 2007)

Figure 2. PISA2006 average results in scientific literacy, reading literacy and mathematical
literacy in urban area and countryside of Finland (Arinen and Karjalainen, 2007)

A broadly accepted vision of information society, educational equality, trust and the delegation of responsibility and decision-making to a local level are the cornerstones of Finnish educational policy (Lavonen, 2008).

2. All-round education and scientific literacy
An even more diverse all-round education is needed both now and in the future. An individual
needs the kinds of information, skills and values that enable them to form their own world
view and to get along in a global society. Education has to be able to respond to this challenge.
Scientific and technological literacy is an important part of all-round education. On the
other hand, the increased freedom of choice has made decision-making more difficult. Many
things in everyday life require scientific literacy. Issues related to things like health, energy
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consumption and the environment can be encountered, for example, during grocery shopping.
Good scientific literacy is obtained through diverse science education. In a broad sense, science education encompasses the absorption of scientific information, and the adoption of critical and rational thinking and skills for future development in all subjects. It can be considered
to be a precondition for full life and good all-round education. On the other hand, science education includes the absorption of basic facts in science, mathematics and information technology, which forms the so-called narrow concept of science education. It is the narrow concept of
science education that forms the basis for scientific literacy: Reading and understanding is difficult without knowledge of the alphabet.
How a student learns and absorbs science in the classroom depends on many different factors. On the one hand, international trends and trends in economic life influence national educational policy and form a basis for the national core curriculum. The national core curriculum
has a direct influence on local curriculum, teacher training and the production of learning and
teaching materials. This forms a basis for science teaching. On the other hand, the learning
process is also affected by support from outside the school. In some cases, the way the parents
support their children, or the nature of the school culture, hobbies, evening schools or other
forms of optional activity can be much more significant. The evaluation of learning results
provides direct feedback for science teaching on a national level. Broader national evaluation,
such as the PISA survey, can also influence international trends (Figure 3).

Figure 3. The factors that influences science learning in classroom (Lavonen, 2008:30).

A student's hobbies have an undeniable influence on the student's learning in the classroom.
Science clubs and camps and other types of science hobbies make learning more meaningful and
provide an opportunity to succeed or fail without fear of getting poor grades. Especially in
sparsely populated areas, the school is often the only place where students can engage in
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hobbies in a safe environment under the guidance of a competent adult. Because of this, the
aims of club activity have also been defined in the national core curriculum. Clubs can deepen
and inspire interest in science - clubs are a good means of differentiating science teaching. Science clubs offer an opportunity to concentrate on genuine interdisciplinary questions and to
solve problems across subject boundaries.
In addition to club activity, science centres and collaboration with universities and other institutions of higher education as well as businesses enrich both teaching and learning.

3. Natural sciences as a focus of interest
Finnish youths have had good results in science skills, but the general value given to individual subjects is low. The enjoyment of science and the self-concept of science are on the average
level of the OECD countries (Arinen and Karjalainen, 2007). Other research results show that
the general interest in science is quite high. This leads to the conclusion that studying science
in a classroom is different from learning outside the class. The classroom rarely offers opportunities to study and learn genuinely interesting things - learning the basics is seen as dull.
Knowledge of the basics has to be good and learning them requires effort and hard work.
As many as 80% of the Finnish people trust in scientific research and believe that science can
lead to solutions to many problems, such as overcoming diseases or improving the quality of
life (Kiljunen, 2007). The value of universities and institutions of higher education is also very
high. In the upper secondary school students Top 10 list of professions (Figure 4), however, researcher is only in the 8th place.

1.

Business man/woman

2.

Solicitor

3.

Journalist

4.

Doctor

5.

Athlete

6.

Engineer

7.

Artist

8.

Scientist (researcher)

9.

Judge

10.

Politician

Figure 4. Finnish upper secondary school students' Top 10 list
of professions (Lehtoranta et al., 2007:48).

Even though the results of a researcher's work are valued, the message sent by a researcher's
low salary and the difficulties in getting funding has a significant effect on young people's attitudes and willingness to become researchers.
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4. Science curriculum - the key to success?
Science is taught in Finnish schools on all forms all the way to the upper secondary school.
The curriculum always includes compulsory courses and a varying number of optional courses.
Electivity is broader on forms 7-9 and in the upper secondary school.
The Finnish national core curriculum is revised every ten years. Developing the national core
curriculum is a long process, and in practice, the planning of the new curriculum begins when
the previous one takes effect. Expert groups comprised of researchers, civil servants, teachers
and representatives of economic life are formed for the planning of subject-specific curriculum.
After the major reforms of the 1970's, the next major change in the Finnish school system
took place in 1994. The Finnish curriculum was revised significantly: The national core curriculum was designed to be very general, and the task of creating a more detailed curriculum was
transferred to the local level - to the municipality and the school (Figure 5) (Meisalo and
Lavonen, 1994). Thereby the responsibility of teachers in the planning and evaluation of teaching increased significantly, and collaboration between teacher groups was intensified. The
multi-step preparation of the curriculum guarantees that local resources and the competence of
teachers are utilized in the most effective fashion. Students develop their subject-specific skills,
linking them to their everyday life. The teachers therefore have a large responsibility, but this
also guarantees a fruitful teaching process.

Figure 5. Main process of developing the national core curriculum in Finland (Meisalo and
Lavonen, 1994:19).

The current core curriculum was finished in 2004. The schools were given a two-year transitional period, and since 2006, all Finnish schools have been using the new curriculum. A review
of the results of the PISA surveys from 2000, 2003 and 2006 (Figure 6) shows that the results
have improved in 2006, but it is hard to say how much effect the new curriculum has really had
on them. If Finland also participates in the next PISA survey, we can say with more certainty
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what kind of effect the curriculum has on the results. It can be seen, however, that there are
many criteria in the current national core curriculum that support the skills measured in the
PISA survey (Lavonen, 2008). Based on this, we can at least assume that the results are not
going to be significantly worse.

Figure 6 . PISA results from 2000, 2003 and 2006 in Finland (Arinen and Karjalainen, 2007).

The developing process of the 2004 curriculum was largely modelled on the previous curriculum - the role of the local level and the school in creating a detailed curriculum is important.
However, on the national level, there were several changes in the core curriculum that are significant for science teaching. Up until 2004, physics, chemistry, biology, geography and health
education on forms 1-6 had been integrated into one subject - environmental and natural science. Since 2006, environmental and natural science is only taught in forms 1-4, with physics,
chemistry, biology and geography as their own, separate subjects up form 5.
The most significant change in forms 7-9 is the increase in the number of classes (Table 1).
Table 1. Number of classes in natural sciences in Finnish basic school (NCCBE, 2004). Numbers in rows
means how many 45 minutes long lessons students have in week.
FORM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AGE

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ENVIRONMENTAL AND NATURAL SCIENCE
(INTEGRATED HEALTH EDUCATION)

2.5

2.5

2.5

2.5
1.5

1.5

1

1

BIOLOGY

1.2

1.2

1.2

GEOGRAPHY

1.2

1.2

1.2

PHYSICS

1.2

1.2

1.2

CHEMISTRY

1.2

1.2

1.2

1

1

1

BIOLOGY AND GEOGRAPHY
PHYSICS AND CHEMISTRY
(INTEGRATED HEALTH EDUCATION)

HEALTH EDUCATION

The new curriculum further emphasize the role of experimental methods and field education,
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and the aim is to make experimentation a natural part of teaching in every subject. For example, in Figure 7 we see how the teaching contents of chemistry are organized in national core
curriculum. In basic school on all forms subject chemistry has five general areas and in all this
areas teachers use four generals methodologies. Learning begins with observations in students
everyday life and knowledge will deeper on every next form.

Figure 7. Organizing the teaching contents of chemistry in Finnish national core curriculum
(NCCBE, 2004)

Long and thorough curriculum planning requires far-sightedness. The curriculum has to respond flexibly to changes in society. Science and technology develop fast, and the amount of
new information increases. Once again, the role of the teacher is emphasized - only a teacher
who actively participates in curriculum planning is able to develop their teaching to keep up
with current developments in society.

5. Good teacher training is the basis of everything
The work of teachers is highly respected and the competition for training is fierce. Although
the teachers' salary level is low compared to other salaries in Finland, teaching provides a secure job and an opportunity for constantly developing oneself.
Although much of the learning takes place outside the classroom and the role of self-guided
teaching has increased, Finnish children like teacher-led studying. The blackboard and chalk
are still important tools for the teacher (Lavonen, 2008).
Teacher training in Finland provides working life skills for class teachers, who provide basic
education on forms 1-6, and subject teachers, who teach subjects on forms 7-9 and in the upper
secondary school. Both class teachers and subject teachers can train themselves for teaching
specific subjects for forms 1-6 or 7-9. The structure of teacher training is based on so-called tripartite collaboration (Figure 8). Collaborating between behavioural sciences faculty, subject
97

departments and teacher training schools gives opportunity to use up-to-date research materials and improvements possibly soon assuring quality and up-to-datedness with it.

Figure 9. The structure of teacher training in Finland.

The tripartite is comprised of subject departments, behavioural sciences faculties and teacher
training schools. This collaboration guarantees that the quality of teaching and the development of professional skills are top quality. In light of the PISA results, the class teacher's work
is particularly valuable. The 15-year old subject of the survey has spent six years under the
guidance of a class teacher and two years under a subject teacher. We may conclude that a good
level of elementary teaching significantly affects the student's future studies and results.
The curriculum reform of 1994 also presented new challenges to teacher training. Mastery of
the subject alone is no longer sufficient for responsible teaching work. For example, because of
curriculum planning, a physics teacher has to consider questions such as the following
(Meisalo and Lavonen, 1994:31):
− How is physics a part of the school’s activity on the whole?
− How does physics teaching take into account the different interests of the genders?
− How does physics support the student’s growth into an independent and good person?
− What is all-round science education and what is its share of all-round basic education?
− How does physics teaching develop the student’s abilities for further studies?
Teacher training must therefore prepare the teacher for many forms of expertise (Lavonen et
al, 2007):
1) Expertise in their own subject, which encompasses excellent knowledge of the field, an
understanding of information and the nature of the field of information and an understanding of how new information is obtained.
2) Pedagogical expertise, which encompasses planning the teaching, the ability to take
into account different types of learners, good assessment skills, command of good
working practices, the ability to control the psychological, social and philosophical conditions, etc.
3) The development their own profession, which includes the ability to constantly develop
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oneself and to learn new information about the subject as well as pedagogical knowledge, and the ability to assess one's own competence.

6. Future challenges for scientific literacy
In order to examine the future challenges for science teaching, we must also take a more general look at the challenges future brings for scientific literacy and all-round education in a
broader sense.
Even today, we can see that anything that happens on a local level has repercussions on the
global level, and anything that happens on the global level also has repercussions locally. Welfare and economic life go hand in hand. How is economic life going to change? The nature of
work is changing due to changes in people's mental resources and the cultural environment
(FinnSight 2015, 2006). The workforce meets increasing expectations for innovativeness and
cost efficiency. There is an increasing need for people with top scientific literacy and good manual skills.
The population in Finland is aging rapidly. Ten years from now, there will already be more
people retiring than young people entering working life. This leads to changes in consumer
needs and an increase in the consumption of welfare technology. Scientific and technological
knowledge are strongly combined particularly in welfare technology (FinnSight 2015, 2006).
Global and local environmental issues must be understood, and solutions must be found to
things like water, waste and energy problems. Faster adaptation to environmental changes is
also necessary.
Most Finns consider the television and radio (93%) and the newspapers (82%) to be the most
important sources of information (Kiljunen, 2007). For an increasing number of people, the
Internet is the most important means of obtaining information. Critical analysis of information in particular must be learned at an early age. The increasing amount of information
makes both learning and teaching more and more interdisciplinary.
Perhaps the following question will best summarize what we are dealing with in the future
in science literacy: "What will be of crucial importance in the future is the skill to assess the societal context of scientific and technological knowledge, in other words, the capacity to ask: where
was the knowledge in question produced, by whom, for what purpose, and, above all, what will be
the potential consequences for the surrounding society at large?" (Lehtoranta et al., 2007:14.)

7. Future challenges for science teaching
The greatest challenge for science teaching in Finland is maintaining the current good level
and the good survey results achieved through it.
On the other hand, the task of Finnish basic education is the creation of good civics, which
includes a solid all-round education, basic knowledge of science and technology, the utilization
of information and communication technologies and networks, maintaining good health,
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dialogic interaction skills, communication skills and cultural and social skills (FinnSight 2015,
2006). The basic aim is therefore not the mass production of researchers, but to raise healthy
and happy people.
Because of the aging population and low birth rate, the number of immigrants in Finland
will increase significantly. Presently approximately 25,000 people move to Finland every year,
and foreigners form less than 10% of the population. Students with immigrant backgrounds
are found almost exclusively in schools in the greater Helsinki area. If the proportion of immigrant children in schools increases, it brings many different challenges to teacher training, the
producers of learning materials as well as curriculum planning in general. Are the teachers and
teacher trainers ready to encounter and utilize multiculturalism (FinnSight 2015, 2006)?
Presently 95% of Finnish children and youths get municipal basic education. Highly talented
children and ones needing special support both attend same classes in the same schools. There
has been a lot of discussion about whether support for the talented should already begin in
basic school. The challenge is real, because there is no information about the mental and financial resources required. In addition, a little research has been done to know the real percentile
share of the highly talented in the age group. Exceptional success at school is rarely a sign of
special talent; it is common for the talented children to get frustrated at school, which leads to
low grades. Current teacher training concentrates especially on helping poorly performing students, and in the future, this needs to change.
In Finland, funds for the educational system are used effectively - good results have been
achieved even with small resources (Arinen and Karjalainen, 2007). These results have made
decision-makers think that the allocated funds can be reduced further. After the previous good
PISA results, there was a push to make the resourcing of teacher training more efficient and
to save money. We must truly hope that the funding for education will not be cut further. The
adequacy of research funding is also problematic, and probably the most important reason
why talented young researchers choose not to stay in Finland (Kiljunen, 2007). Therefore the
challenge is not only finding the most talented students in an average class, but also getting
them to stay in Finland.
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Introduction
In many countries, there is growing concern about the quality and effectiveness of school science education. A decreasing proportion of young people are choosing to study science, particularly the physical sciences, in upper secondary school and at university level (see, for example,
Roberts, 2002; European Commission, 2004). Research studies in a range of countries also show
consistent evidence of a decline in students' attitudes towards school science during the secondary school years (Bennett, 2003). In the ROSE (Relevance of Science Education) project survey, students in developed industrial countries indicate that they like science less than other
school subjects, and relatively few aspire to careers in science (Sjberg and Schreiner, 2005).
Whilst many agree that science is important, they feel it is 'not for them' (Jenkins and Nelson,
2006). Data from the TIMSS and PISA studies show that there is no positive association between achievement in science and students' attitudes towards the subject. Indeed, countries
with the highest average achievement scores tend to have the lowest proportion of young people with a more positive attitude towards science as a subject and as a potential career. The
ROSE survey data takes this analysis a stage further, by showing a negative correlation between a country's level of development (using the United National Human Development Index)
and the proportion of students with positive attitudes towards science. This suggests a mismatch between the image of science presented in school science courses and young people's
sense of identity in the modern world - and an urgent need to review the way we present science
as a subject within the school curriculum.

Scientific literacy as a curriculum aim
Much of the recent discussion of the school science curriculum has centred around the idea of
'scientific literacy' as a curriculum aim. In essence, 'scientific literacy' is a shorthand for "what
the general public ought to know about science" (Durant, 1993: 129). This has led some to suggest that current talk of 'scientific literacy' is simply old arguments in a new guise; DeBoer
(2000), for example, suggests that "to speak of scientific literacy is simply to speak of science
education itself" (p.582). Bybee (1997) points to the value of 'scientific literacy' as a slogan; as
"a rallying cry for contemporary reform, it serves to unite science educators behind a single
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statement representing the purposes of science education"(p.71). The term 'scientific literacy',
however, also signals a distinct change of emphasis, away from science courses that aim to
teach the kind of understanding of science that only future scientists really need, towards
those that seek to develop the kind of understanding of science that all citizens (including those
who may become the scientists of the future) require.
One reason why this shift of emphasis matters can be seen by simply counting numbers. As
Ogborn (2004) points out:
"A central fact about science is that it is actually done by a very small fraction of the population. The total of all scientists and engineers with graduate level qualifications is only a
few percent of the whole population of an industrialised country. Thus the primary goal
of a general science education cannot be to train this minority who will actually do science." (p.69)
In other words, very few of us will ever be producers of new scientific knowledge. But we are
all consumers of scientific knowledge and information - as we read or hear about science-based
knowledge claims or use artefacts and processes that are based on scientific knowledge. The
aim of basic science education should therefore be to help young people become more intelligent
and better informed consumers of scientific information, in the forms in which they encounter
it in everyday life. Yet in many countries, the school science programme, and the choices of
curriculum content and depth of treatment that are implicit in it, are based largely on the
needs of the small minority who may go on to become professional scientists or to work in a
job that requires an understanding of more advanced science.
The needs of that minority are, of course, important, both at the level of the individual and
of society. We need a steady supply of people choosing to follow science-based careers. But this
introduces a fundamental tension into the design and planning of the school science curriculum. It is aiming to do two jobs: to foster the scientific literacy of all students, and to provide
a sound foundation for more advanced study of science for some students. The problem is that
these call for rather different approaches: different choices of content and different emphases
in teaching. If we provide a single science course to achieve both purposes, it is likely to achieve
neither well. Addressing the perceived 'crisis' in science education today requires first and foremost that we recognise and address this tension.

An opportunity to test a new approach
In 2000, the official curriculum regulator in England, the Qualifications and Curriculum
Authority (QCA), invited tenders to develop a more flexible curriculum model for science for
15-16 year olds, and to consult widely on ways of making the science programme better suited
to the needs of a wider range of students. The work was awarded to the University of York Science Education Group, who reported to QCA in February 2001 (UYSEG, 2001). On the basis of
this report, QCA commissioned further work to develop the preferred model in more detail
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(completed in March 2002), and then decided to conduct a national pilot trial from September
2003.
There were some significant precursors to this work. In particular, the Beyond 2000 report
(Millar and Osborne, 1998), arising from a seminar series funded by the Nuffield Foundation
to discuss issues and options for school science in the twenty-first century, had sketched out
ideas for the design of a curriculum with a 'scientific literacy' emphasis. This in turn drew on
an earlier paper by Millar (1996). As regards general principles, Beyond 2000 argued that "The
science curriculum from 5 to 16 should be seen primarily as a course to enhance general
'scientific literacy'" (p.9) - but noted the need to achieve this whilst also catering for the needs
of students who may choose to take further, more advanced science courses. The policymakers'
decision to implement a pilot trial was influenced by the perceived success of a recent course development for students in the upper secondary school (age 17-18), based on similar design principles, the Advanced Subsidiary (AS) level course Science for Public Understanding (AQA,
2008; Hunt and Millar, 2000; Millar and Hunt, 2002).
For students up to the age of 16, the science programme on offer in 2002 was based on the national curriculum first introduced in 1989. This set out a programme of study and attainment
targets for science, on the assumption that students would study science for 10% of their time
in primary school (5-11), 15% in lower secondary (12-14), and 20% in the final two years of compulsory schooling (15-16). The course was designed to be 'broad and balanced', meaning that it
contained roughly equal amounts of three main sciences, plus smaller amounts of Earth science
and astronomy, and included scientific enquiry processes as well as science knowledge content.
The science courses taken by most students aged 15-16 (over 80% of the total) were called Double Award General Certificate of Secondary Education (GCSE) Science, as they were equivalent
to two normal GCSE subjects. A much smaller number of students (around 10%), mostly those
of lower academic attainment, took just a single GCSE Science, following a programme devised
rather hastily in 1989 by selecting 50% of the content of the majority Double Award
programme. A similar number, mainly higher achieving students, took three GCSEs in Biology, Chemistry and Physics.
The curriculum model that QCA wished to pilot proposed dividing the 20% of curriculum
time normally given to Double Award GCSE Science into two equal components (Figure 1).
One half would be a core Science course, equal in size to a normal GCSE in most subjects, taking 10% of students' class time. This would have a 'scientific literacy' emphasis. Alongside this,
two optional courses would be provided: Additional Science with a 'pure science' flavour, and
Additional Applied Science. Students who thought they might wish to pursue science beyond
age 16 would also take one of these. The suite of courses based on this model became known as
Twenty First Century Science.
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GCSE Science
10% curriculum time
Emphasis on scientific literacy
(science for citizenship)

GCSE Additional Science
10% curriculum time
or
GCSE Additional Applied Science
10% curriculum time

ALL students do this

SOME students also do one of these

Figure 1. The Twenty First Century Science curriculum model

This model implicitly made the very important statement that all students should continue
to study some science to the age of 16 - a position which some influential voices were known at
the time to be calling into question. But it followed this with the assertion that this core course
therefore must offer a form of scientific knowledge and understanding that can be seen to be
of benefit to all students, not just to those who might aspire to take more advanced science
courses. Separating the two aims of the science curriculum allowed each of the component
courses - the core Science course and the Additional Science courses - to be designed to fit its
specific purpose. By making Additional Science a course that students opt to take, we believed
that this could be made more stimulating and challenging than existing Double Award Science
- and would provide a better basis for progressing to more advanced study for those who chose
to do so. Also, the modular structure made for greater flexibility when seen from the perspective of lifelong learning; any student who chose to take only the GCSE Science course at age 15,
and came to regret this, could easily pick up one of the Additional Science GCSEs later.
QCA appointed Oxford, Cambridge and Royal Society Examinations (OCR) to develop the
formal specification (or syllabus), to manage the examining and assessment process, and the
award of GCSE certificates to successful candidates. Alongside this, but independent of it, the
University of York Science Education Group (UYSEG) and the Nuffield Curriculum Centre
obtained significant funding from three charitable trusts (the Salters' Institute, the Nuffield
Foundation, and the Wellcome Trust) to develop teaching materials and a programme of support and training for teachers involved in the pilot.
In early 2003, QCA then issued an open invitation to schools to participate in a pilot trial of
the Twenty First Century Science curriculum model, beginning in September 2003 and running
for three school years (so that two cohorts could complete the courses). A total of 78 schools
applied and all were accepted. They included schools with and without Sixth Forms (the senior
two years of the secondary phase), in a mixture of urban, suburban and rural settings, widely
distributed throughout England. As a group, they were broadly representative of maintained
(state) schools in England. Around 6000 students completed the core Science GCSE course in
each of the two pilot cohorts, with somewhat smaller numbers completing each of the Additional Science courses.
It is, of course, one thing to say that a course will have a 'scientific literacy' emphasis and try
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to develop the kind of understanding of science that all young people, future scientists and nonscientists alike, will need as citizens of a modern, technological democracy. It is quite another
to design and construct such a course. The great advantage of the curriculum model outlined
above is that the separation of the two purposes of the science curriculum makes it possible to
focus entirely on 'scientific literacy' as the aim when developing the GCSE Science course and
teaching materials, without having to make the compromises that would be necessary if it were
a hybrid course with multiple aims. But this still leaves open the question of how to design a
course to foster scientific literacy, and how it might differ from the familiar and more
'traditional' form of science course for this school level. The next section of this paper will discuss how these issues were tackled in the Twenty First Century Science project, and will outline
the design of the core Science course that was developed.

Designing a science course to foster 'scientific literacy'
Whilst the term 'scientific literacy' is nowadays widely used, there is no agreed definition of
its meaning or its implications for the school curriculum. Most science educators, however, see
'scientific literacy' in terms similar to those of the authors of the US National Science Education Standards, who characterise a scientifically literate person as one who can:
・read with understanding articles about science in the popular press
・engage in social conversation about the validity of the conclusions in such articles
・identify scientific issues underlying national and local decisions and express opinions
that are scientifically and technologically informed
・evaluate the quality of scientific information on the basis of its source and the methods
used to generate it
・pose and evaluate arguments based on evidence and to apply conclusions from such arguments appropriately
(based on National Research Council, 1996, p.22)
So what knowledge and capabilities are needed in order to do these things? Essentially we
want to provide students with a 'toolkit' of ideas and skills that are useful for accessing, interpreting and responding to science, as we all encounter it in everyday life. But what science do
we meet in everyday life? One way to work towards an answer is to survey a sample of newspaper articles, television news reports and public information leaflets (of the sort that you can
pick up on a visit to the doctor or dentist). The science topics that appear most frequently in
the news are health and environment - followed by space, Earth science (volcanoes and earthquakes) and palaeontology (fossils) (see, for example, Entwistle and Hancock-Beaulieu, 1992;
Pellechia, 1997). Many health and environment articles report a claim that a factor (such as a
new drug, or a specific component of your diet or environment) increases or decreases the
chance (or risk) of a certain outcome. Often such claims are uncertain or contested by other
scientists, or by lobby groups or individual non-scientists. Some articles report or discuss
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applications of scientific knowledge (for example in new medical treatments, or methods of
food production) that raise social, economic or ethical issues. Articles on space and Earth science topics, or about fossil finds, often involve theories and explanations of the origin and evolution of the universe or of homo sapiens. Again the application of these to the case in hand is
often somewhat speculative and may be explicitly contested. What knowledge and skills enable
people to deal more confidently and effectively with such information, and reach more informed judgments about it?
In Twenty First Century Science, our answer is that you need some scientific knowledge (that
is, knowledge about the natural world) and also some knowledge about science itself - about its
characteristics as a form of enquiry, about the nature and status of the knowledge it produces
and the evidence that supports this, and about the ways in which science, technology and society interact and influence one another. The former we term Science Explanations, and the latter Ideas about Science.
Table 1 lists the Science Explanations included in the core Science course. More detail can be
found in the course specification (OCR, 2008). The primary selection criterion was that an explanation should be included only if an understanding of it might make a difference to a decision or choice that a citizen could have to make, or to the viewpoint he or she might hold on an
issue or decision at local or national level, or if it offered a culturally-significant view on the
human condition (on our ideas about 'who we are' and 'where we are'). In other words, we used
what Fensham (2003) has called 'different drivers' of curriculum choice decisions from those
normally used. Many of the Science Explanations in Table 1 are well-established elements of
the current school curriculum: the atomic/molecular model of chemical reactions, the idea of
radiation, the gene theory of inheritance, the heliocentric model of the solar system, and so on.
For these, key questions to ask are: what kind of knowledge, and what depth of knowledge, do
people require? Twenty First Century Science takes the view that citizens need a broad, qualitative grasp of the major science explanations, which would allow them to relate the explanation
in their own words. The detail which is often taught, and which many students find offputting, is rarely needed. The Beyond 2000 report (Millar and Osborne, 1998) used the metaphor of a 'story' to try to capture the kind of understanding required - we want students to be
able to use the explanation in their own discourse, rather than simply recalling fragments of
knowledge.
In a similar way we can identify the Ideas about Science that we want students to learn. A
striking feature of media coverage of science is that many stories are about risk and the factors
that increase or reduce a given risk. Often claims are made about correlation and cause. The
majority of these stories are about health and medicine. The sciences involved - epidemiology,
health science, medicine - have not traditionally been part of the school science curriculum,
which has (largely for historical reasons) centred on physics, chemistry and biology. The
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Table 1. Science Explanations in Twenty First Century Science
SE1

Chemicals (the idea of a 'substance')

SE2

Chemical change (the atomic/molecular model)

SE3

How the properties of materials may be explained (by their structure)

SE4

The interdependence of living things

SE5

The chemical cycles of life (carbon, nitrogen, etc.)

SE6

Cells as the basic units of living things

SE7

Maintenance of life (major life processes and systems)

SE8

The gene theory of inheritance

SE9

The theory of evolution by natural selection

SE10

The germ theory of disease

SE11

Energy sources and the idea of energy transfers

SE12

The idea of radiation

SE13

Radioactivity

SE14

The structure and evolution of the Earth

SE15

The structure of the Solar System

SE16

The structure and evolution of the Universe

methods of investigation which the health sciences use (searching for correlations in large databases, clinical trials, etc.) are not normally taught. But there is clearly a very strong case of
including them. Here a scientific literacy emphasis involves introducing some new content. The
Ideas about Science included in Twenty First Century Science are summarised in Table 2. Again
more detail can be found in the course specification (OCR, 2008).

These two elements, Science Explanations and Ideas about Science, are the 'pillars' of the
Twenty First Century GCSE Science course. They are introduced and developed through a set of
nine thematic modules, on topics chosen to be of interest to students aged 15-16 (or in which it
would be relatively easy to interest such students) (Table 3).
Figure 2 then illustrates schematically the structure of the GCSE Science course: a series of
thematic modules, each of which introduces or develops understanding of one or two specific
Science Explanations or Ideas about Science. Each of these is encountered at least twice as you
work through the set of nine modules - and there are many more opportunities for reinforcing
the Ideas about Science in particular, if teachers choose (or have time) to make use of them.
This 'revisiting' is particularly important for Ideas about Science, where the aim is to help students appreciate that these apply to many science topics and issues, and not only to the contexts in which they have been taught.
Because of its emphasis on becoming a more 'critically aware' consumer of scientific knowledge claims, the Twenty First Century GCSE Science course includes several case studies of current and historical episodes in which knowledge claims have been advanced, contested and
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Table 2. Ideas about Science in Twenty First Century Science
IaS1

Data and its
limitations

Aware that all observations and measurements are subject to uncertainty; know
how to use the mean and the range of values in a data set to assess its trustworthiness

IaS2

Correlation
and cause

Can think about phenomena in terms of factors (or variables) and an outcome (or
the probability of an outcome); know how a claim that a factor affects an outcome
can be tested; aware that correlation does not necessarily indicate cause.

Developing
IaS3
explanations

Can distinguish data and explanation in an account; aware of the role of imagination in devising explanations; know how explanations are tested by comparing predictions with data; can assess the implications of specific data for a given
explanation

The scientific
IaS4
community

Aware of the role and importance of peer review, and of replicability of findings;
can explain why people may reasonably reach (and defend) different explanations
of the same data, and how external (non-scientific) influences may influence people's views and interpretations.

IaS5 Risk

Aware that all activities and processes carry some risk. Know how risks can be assessed and compared, and aware that measured and perceived risk can differ.
Aware of the need to balance probability of occurrence and scale of consequences in
taking decisions.

Making
decisions
IaS6 about science
and
technology

Aware of the benefits of science-based technology, and also the possibility of unwanted consequences. Know some ways in which scientific activity is regulated.
Can identify costs and benefits of an action, separate issues of feasibility (can it be
done?) from those of value (should it be done?), and discuss rationally sciencerelated issues that have an ethical dimension.

Table 3. Modules that make up the Twenty First Century GCSE Science course
B1

You and your genes

C1

Air quality

P1

The Earth in the Universe

B2

Keeping healthy

C2

Material choices

P2

Radiation and life

B3

Life on Earth

C3

Food matters

P3

Radioactive materials

perhaps resolved. These are used to open up discussion of epistemological issues, of the role of
the scientific community, and of the issues (technical, economic, social, political, ethical) raised
by the application of scientific understanding in new artefacts, materials and processes. Some
examples are shown in Box 1.
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Figure 2. Structure of the Twenty First Century GCSE Science course

Box 1. Examples of the use of case studies in Twenty First Century GCSE Science
You and your genes: A short video clip of a role-play (by professional actors) of a middle aged couple discussing symptoms the man has been experiencing which might indicate Huntington's disease. Leads into
discussion of the issues for various family members raised by a diagnosis, and whether this knowledge is
beneficial. Develops the need to understand underlying genetics ideas to assess the issues involved. Later
lessons in the module use real TV news clips about early diagnosis of cystic fibrosis to open up discussion
of the arguments concerning the costs and benefits of screening programmes for genetic conditions.
Air quality: Data from air quality monitoring in urban environments is used to open up discussion of the
replicability and reliability of measurements. Pollutants from vehicle engines are used as the context to develop understanding of the atomic/molecular model of chemical reactions and reinforce the idea that no
atoms are created ordestroyed in such processes.
Radiation and life: Data and information on the risks and benefits of UV in sunlight are presented. This
provides a context for reinforcing key ideas about radiation (spreading out with distance from a source;
possible consequences when absorbed, etc.). Also leads to discussion of risks of microwave radiation, and
how related health studies might be made more convincing (large samples; better matched samples; better
control of other variables, etc.)

Case studies are valuable not only in providing contexts for introducing scientific explanations and ideas about science, but also opportunities for discussion and debate in science classrooms. Several recent studies (Lyons, 2006) have identified the absence of such opportunities,
and the consequent perception by students of science classes as 'one way transmission of factual knowledge from teacher to learner, as a major source of student disaffection with school
science. Discussion of issues, which many students find engaging, can increase students' motivation to come to terms with abstract ideas and specialist terminology, and acts as a powerful
reminder of the links between taught science ideas and the issues one hears about outside
school. Students also need to come to realise that everyone is entitled to have and to express a
view about such issues, but that views are more persuasive when they are grounded in sound
understanding of the underlying science and follow established patterns of argumentation (for
example, using systematic evidence rather than anecdote, or using an accepted general form of
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argument about ethical action). In this, as in much else, practice is important - and science
classes can play a role in getting students used to analysing the arguments of others and constructing sounder arguments of their own.
The teaching materials produced for the Twenty First Century Science pilot included fullcolour textbooks, files of photocopyable resources for each lesson with accompanying teachers'
notes, and an iPack (a CD-ROM containing a collection of computer-based resources: video and
audio extracts, animations to help teach some key ideas, Powerpoint presentations and so on).
A project website was developed to support pilot school teachers. The project also provided
training for teachers in using the course materials, with a particular emphasis on new or unfamiliar content and on teaching methods that are less commonly used in science lessons (such
as discussion of open-ended issues, use of newspaper articles as resources).

The outcomes of the pilot trial
There is not space in this paper to provide a full account of the outcomes of the pilot trial of
Twenty First Century Science so what follows is a brief summary. During the pilot, the project
team collected data on teachers' views of the course and of their students' reactions to it, in
both formal ways (through questionnaire surveys) and more informal ones (feedback sessions
and individual conversations during training workshops and school visits). Millar (2006) presents the main findings of this internal evaluation. They paint a very positive picture of teachers' reactions to the course, with many believing it had improved their students' scientific
literacy and had led to significantly higher levels of student engagement and interest. Apart
from the challenge of getting used to a new course and new activities, the main problems they
experienced were the amount and level of reading involved in some activities, and managing
discussions in class, especially of issues with no single correct answer. The project worked with
teachers during the pilot to try to address these difficulties, by developing modified teaching
materials and targeting training on teaching approaches that were proving more challenging.
The project also commissioned three formative evaluation studies by researchers outside the
development team, and engaged another experienced science educator to maintain an overview
of this work and write an overview of their findings. The studies focused on the core GCSE Science course within the Twenty First Century Science suite, and looked at classroom implementation, teachers' and students' views of the courses, evidence of changes in students' attitudes
to science during the course, and the development of students' understanding of science content
and ideas about science. The overview (Donnelly, 2007) and executive summaries of the three
studies are available from the project website (www.21stcenturyscience.org). In brief, these
studies reported a positive teacher and student response, no measurable difference in students'
level of understanding of science content as compared to 'traditional' courses, some evidence of
greater interest in reading about science among students who had followed the course, and 112
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perhaps most importantly - the continuing need for support and training for teachers to improve their understanding of the course aims and their confidence with the new teaching styles
involved. There was also evidence that teachers' understanding of the course, and ability to
teach it well, had improved considerably over the two years of the pilot.
While the pilot was in progress, QCA announced its intention to introduce changes in GCSE
course specifications from 2006, requiring that all courses have a core + additional science
structure. It therefore became necessary to review and amend the pilot materials sooner than
had been planned and on a much tighter time scale, so that a revised course could be made
available to schools for use from September 2006. This work was, however, successfully completed and a revised Twenty First Century Science course, significantly modified in the light of
the experience of the pilot, and benefiting from many inputs and ideas from pilot school teachers, was published in 2006 (Twenty First Century Science, 2006). Twenty First Century Science
is now in use in around 1100 schools, or 25% of maintained (state) secondary schools in England, with over 120 000 students expected to complete the first full post-implementation cycle
in July 2008.

What is generic and what is particular to this development?
Any science course development has to begin with some general design principles and then
devise ways of implementing these with the particular content chosen. From the course and the
detailed teaching materials produced it can be difficult to see what is thought by the designers
to be fundamental to the design of any scientific literacy course, and what is more contingent
and could have been done differently. It might be useful briefly to try to distinguish the two
in the case of the Twenty First Century GCSE Science course. Seeing the learner as a consumer,
rather than a potential producer, of new scientific knowledge seems fundamental to any course
that aims to foster scientific literacy. This leads directly to the primary aim: to help learners
become more discerning consumers. I would also argue that any scientific literacy approach at
school level must aim to teach some science content (accepted scientific knowledge) and also
something about science itself (the nature of science and scientific enquiry). However, different
choices might be made about which aspects of scientific knowledge and which ideas about science to include, and how deeply into them the course should go. Also, the way in which the two
central elements are put together to form a coherent course (as in Figure 2 above) could vary
widely, as could the choice of contexts and examples to use to gain and hold students' interest,
and the suggested classroom activities. It might, for example, be possible to structure a scientific literacy course around the competencies that we wanted students to develop; in Twenty
First Century Science these are implicit in the course design rather than being explicit structural features. The team that developed Twenty First Century Science see it as showing one way
of developing a course to foster the scientific literacy of 15-16 year-old students, not as showing
the way. Indeed we hope that it will stimulate other developments that will then provide the
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international science education community with a wider and richer range of worked examples
of scientific literacy courses, that will help us to assess the potential of such courses, and the
challenges of developing and implementing them.

What have we learned - and what remains to be done?
The development of the teaching materials for the Twenty First Century Science pilot was essentially a test of the feasibility of the curriculum design outlined above. It has shown that it
is possible to design a course with the structure shown in Figure 2, which is workable and attractive to many teachers. The evidence from the pilot is that a scientific literacy emphasis can
significantly improve students' engagement with science ideas and issues, though it is too early
to say if this is replicated in the very much larger number of schools using the course in the
post-pilot phase, where many teachers have a less clear understanding of the rationale for the
underlying curriculum model and the 'flavour' and design of the component courses than in the
pilot. Further studies of the impact of the courses, following their wider adoption from 2006,
are planned. We are interested to know more about how schools make use of the greater flexibility in matching science courses to students that was the starting point for the development,
and about how students are responding to the 'scientific literacy' emphasis of the core GCSE
Science course.
We have anecdotal evidence that the combination of GCSE Science and GCSE Additional Science works for students who want to progress to more advanced study. In a recent email, the
Head of Science in one pilot school wrote:
"I know that my Twenty First Century Science students are better prepared for A-level.
Their understanding of difficult concepts is much better. In the unit on electricity, for example,... my former students would know the formulae and rote definitions, but not understand what was happening in a circuit."
We need, however, to collect much more systematic evidence on the effectiveness of this combination of courses, and of Science plus Additional Applied Science - and on the subject choices
in the upper secondary school of students who have taken them.
Finally there is the issue of implementation. The Head of Science quoted above went on to
say:
"Twenty First Century Science is harder to teach, you need to be more creative in producing
practical activities, you need more access to ICT and the coursework takes a good, strong
teacher to manage well. But from the eyes of students it is a universe ahead of anything
else."
This highlights the challenge of teaching science with a scientific literacy emphasis. New
ways of teaching science make new demands on teachers, and training and support are essential to enable them to implement a course like Twenty First Century Science well. This is
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perhaps the clearest and most consistent message from the various evaluations of Twenty First
Century Science. The prize, however, if we can get it right, is a significant change in students'
engagement with the world of science.
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Abstract
Scientific literacy has become the term used to express the broad and encompassing purpose of
science education. In the United States, for example, the statement "achieving scientific literacy
for all students" has wide agreement and common use among educators. The use of the term in
the U.S. most likely began with James Bryant Conant in the 1940s (Holton, 1998) and was
elaborated for educators in a 1958 article by Paul DeHart Hurd entitled "Science Literacy: Its
Meaning for American Schools." Hurd described the purpose of scientific literacy as an understanding of science and its applications to social experience. Science had such a prominent role
in society, Hurd argued, that economic, political, and personal decisions could not be made
without some consideration of the science and technology involved (Hurd, 1958).
In the fifty years since Paul DeHart Hurd's article, scientific literacy has been used extensively
to describe the purposes, policies, programs, and practices of science education. The term scientific literacy, however, is not the reality of science education. Academic researchers debate the
real meaning of the term, classroom teachers claim their students are attaining scientific literacy, and national and international assessments provide evidence that somewhere between the
abstract purpose and concrete practice the science education community has failed to achieve
the goal, at least in the United States. This essay uses PISA 2006 as a contemporary perspective
for scientific literacy and addresses several challenges to achieving high levels of scientific literacy.

What Is Meant by Scientific Literacy?
We can begin with the brief description from Paul DeHart Hurd's essay where he linked scientific literacy to social experience and provided a rationale in economic, political, and personal
contexts. Hurd made a clear connection between science and citizenship. In contrast, scientific
literacy is not exclusively preparation for a professional career, although Hurd's connection
does not preclude scientific and technological careers. Scientific literacy as it is manifest in educational policies, programs, and practices has the explicit goal of preparing students for life
and work as citizens.

*
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In my 1997 book, Achieving Scientific Literacy: From Purposes to Practices, I attempted to
clarify what is meant by scientific literacy and use of the term as a slogan and metaphor. In
that discussion, I proposed that scientific literacy clarified the general purposes of science education; implied the same standards for all students; illustrated different emphasis for curriculum, instruction, and assessment; represented a continuum of understandings and abilities;
incorporated multiple dimensions; and included both science and technology (Bybee, 1997).
At the time, one of my main concerns was use of scientific literacy as the basis for judgments
about individuals or society. For example, one commonly heard or read about individuals or
groups being labeled scientifically illiterate―based on the observation that an individual did
not know the difference between, for example, an atom and a molecule, a mineral and a rock,
or an organism and a species. Because of this observation, I proposed a model that assumed scientific literacy was continuously distributed in a population and had multiple dimensions. At
the extremes, there were small numbers of individuals who were scientifically literate and illiterate. But, within the greater population there was a distribution of individuals who demonstrated varying degrees of scientific literacy. The variation was a function of factors such as
age, cognitive development, school curricula, and life experiences.
The underlying qualities of scientific literacy continuum (not levels) included illiteracy,
nominal literacy, functional literacy, conceptual and procedural literacy, and multidimensional
literacy. These characteristics are summarized in Table 1.
Table 1. Characteristics of Scientific Literacy

Nominal Scientific and Technological Literacy
In nominal literacy, the individual associates names with a general area of science and technology. However, the association may represent a misconception, nave theory, or inaccurate concept. Using the basic
definition of nominal, the relationship between science and technology terms and acceptable definitions is
small and insignificant. At best, students demonstrate only a token understanding of science concepts, one
that bears little or no relationship to real understanding.

Functional Scientific and Technological Literacy
Individuals demonstrating functional level of literacy respond adequately and appropriately to vocabulary
associated with science and technology. They meet minimum standards of literacy as it is usually understood; that is, they can read and write passages with simple scientific and technological vocabulary. Individuals may also associate vocabulary with larger conceptual schemes―for example, that genetics is
associated with variation within a species and variation is associated with evolution―but have a token understanding of these associations.

Conceptual and Procedural Scientific and Technological Literacy
Conceptual and procedural literacy occurs when individuals demonstrate an understanding of both the
parts and the whole of science and technology as disciplines. The individual can identify the way the parts
form a whole vis  vis major conceptual schemes, and the way new explanations and inventions develop vis
 vis the processes of science and technology. At this level, individuals understand the structure of disciplines and the procedures for developing new knowledge and techniques.

Multidimensional Scientific and Technological Literacy
Multidimensional literacy consists of understanding the essential conceptual structures of science and
technology as well as the features that make that understanding more complete, for example, the history
and nature of science. In addition, individuals at this level understand the relationship of disciplines to the
whole of science and technology and to society.
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In 1997, Thomas Koballa, Andrew Kemp, and Robert Evans published an article in which
they presented what they termed the spectrum of scientific literacy (e.g., illiteracy to highest
levels of understanding), multiple domains (e.g., biology, history of science), and value attached to pursuing scientific literacy (e.g., low to high). The spectrum of scientific literacy described by Koballa, Kemp, and Evans (1997) included, clarified, and elaborated many aspects of
the idea that I had described and includes perspectives later incorporated in PISA 2006 science.
Although this essay is not a review of the literature on scientific literacy, several other
authors and reports should be mentioned. George DeBoer (2000) has provided an excellent historical and contemporary review of scientific literacy. In 2006, Robin Millar addressed historic
and definitial issues of the term before outlining the role of scientific literacy in the Twenty
First Century Science Course. Now, that course stands a model curriculum. In discussing the
distinctive features of the curriculum, Millar points out the novel content (e.g., epidemiology,
health), broad qualitative understanding―whole explanations, and a strong emphasis on ideas
about science. In PISA 2006, the reader will recognize variations on these three features as: context, competencies, and knowledge about science.
Two essays stand out when discussions turn to contemporary science education and the challenges of attaining higher levels of scientific literacy. In his essay "Science Education for the
Twenty First Century," Jonathan Osborne (2007) makes a clear case that regardless the use of
scientific literacy as a stated aim contemporary science education is primarily "foundationalist"
in that it emphasizes educating for future scientists versus educating future citizens. Among
other results, Osborne argues that such an emphasis results in negative attitudes toward science.
The second notable essay is by Douglas Roberts and published in Handbook of Research on
Science Education (Abell and Lederman, 2007). Roberts identifies a continuing political and intellectual tension with a long history in science education. The two politically conflicting emphases can be stated in a question―Should curriculum emphasize science subject matter itself,
or should it emphasize science in life situations in which science plays a key role? Curriculum
designed to answer the former, Roberts refers to as Vision I, and the latter he refers to as Vision II. Vision I looks within science, while Vision II uses external contexts that students are
likely to encounter as citizens. The ideas presented by Roberts also form the central theme of
Promoting Scientific Literacy: Science Education Research in Transaction, the proceedings of a
symposium held at Uppsala University, Sweden (Linder, Ostman, Wickman, 2007).
The reader will recognize various points from this discussion in the next section on scientific
literacy in PISA 2006. In particular, one should note the place of contexts, scientific knowledge
(including knowledge about science), and attitudes as they contribute to students' attainment
of scientific competencies.
The reader also should note another important feature of PISA 2006. The framework for
PISA 2006, Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy (OECD, 2006) and report
of results, PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow’s World (OECD, 2007) present an assessment framework and analysis of results, respectively. They are not intended as
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frameworks for a science curriculum. Designing a curriculum framework based on the qualities and emphasis in PISA 2006 presents a new challenge for the science education community.

How Is Scientific Literacy Defined in PISA 2006?
In PISA 2006, the essential qualities of scientific literacy include the ability to apply scientific
understandings to life situations involving science. The central point of the PISA 2006 science
assessment can be summarized: The assessment focused on scientific competencies that clarify
what 15-year-old students should know, value, and be able to do within reasonable and appropriate personal, social, and cultural contexts.
For purposes of PISA 2006, scientific literacy refers to four interrelated features that involve
an individual's:
■

Scientific knowledge and use of that knowledge to identify questions, to acquire new knowledge, to explain scientific phenomenon, to draw evidence-based conclusions about sciencerelated issues;

■

Understanding of the characteristic features of science as a form of human knowledge and
enquiry;

■

Awareness of how science and technology shape our material, intellectual, and cultural environments; and

■

Willingness to engage in science-related issues, and with the ideas of science, as a constructive,
concerned, and reflective citizen (OECD, 2006).

Consistent with earlier discussions (Bybee, 1997; Koballa, Andrews, Kemp, 1997), in PISA 2006,
scientific literacy was not perceived as a single discrete entity. That is, individual students cannot
be categorized as being either scientifically literate or scientifically illiterate. Rather, there is a continuum from less developed to more developed scientific competencies that include proficiency levels,
different domains of scientific knowledge, and attitudes. So, for example, the student with less developed scientific literacy might be able to recall simple scientific factual knowledge about a physical system and to use common science terms in stating a conclusion. Students with a more developed
scientific literacy demonstrate the ability to create or use conceptual models to make predictions or
give explanations, to formulate and communicate predictions and explanations with precision, analyze scientific investigations, to relate data as evidence, to evaluate alternative explanations of the
same phenomena, and to communicate explanations with precision.

How Was Scientific Literacy Assessed in PISA 2006?
The translation of a definition of scientific literacy to an international assessment required a way
of organizing the domain of scientific literacy so a test could be designed, administered, and the results analyzed. Answering several questions helped organize the assessments.
■

What CONTEXTS would be appropriate for assessing 15-year-olds?

■

What COMPETENCIES would be appropriate for 15 year-olds?
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■

What KNOWLEDGE would be appropriate for assessing 15 year-olds?

■

What ATTITUDES would be appropriate for assessing 15 year-olds?

PISA 2006 situated its definition of scientific literacy and its science assessment questions within
a framework that organized and answered the four interrelated questions; namely, contexts (i.e.,
life situations involving science and technology); the competencies (i.e., identifying scientific issues,
explaining phenomena scientifically, and using scientific evidence); the domains of scientific knowledge (i.e., students' understanding of scientific concepts as well as their understanding the nature
of science); and student attitudes (i.e., interest in science, support for scientific inquiry, and responsibility towards resources and environments). These four aspects of the PISA 2006 conception of scientific literacy are illustrated in Figure 1.
The scientific contexts also align with various issues citizens confront. For example, adults hear
about and face decisions concerning health, use of resources, environmental quality, hazard mitigation, and advances in science and technology. PISA 2006 science items were framed within a wide variety of life situations involving science and technology, primarily: "health," "natural resources,"
"environmental quality," "hazards," and "frontiers of science and technology." These situations were
related to three major contexts: personal (the self, family and peer groups), social (community),
and global (life across the world). See Table 2.
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Figure 1. The PISA Science Framework
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Table 2. PISA 2006 Scientific Contexts
Personal
Health

Social

Global

maintenance of health,

control of disease,

management of epidemics,

prevention of accidents,

socialtransmission, food

spread of infectious

nutrition

choices, community health

diseases

maintenance of human
Natural resources

personal consumption of
materials and energy

populations, quality of life,
security, production and
distribution of food,
energy supply

Environmental
quality

environmentally friendly
behavior, use and disposal
of materials

renewable and nonrenewable, natural systems,
population growth,
sustainable use of species

population distribution,

biodiversity, ecological

disposal of waste,

sustainability, control of

environmental impact,

pollution, production and

local weather

loss of soil

rapid changes
natural and humanHazards

induced risks,
decisions about housing

[earthquakes, severe
weather], slow and

climate change, impact of

progressive changes

modern warfare

[coastal erosion, sedimentation], risk assessment

interest in science's explaFrontiers of science
and technology

nations of natural phenomena, science-based hobbies,
sport and leisure, music
and personal technology

new materials, devices and
processes, genetic
modification, weapons
technology, transport

extinction of species, exploration of space, origin and
structure of the universe

The PISA 2006 science competencies required students to identify scientific issues, explain phenomena scientifically, and use scientific evidence. These three key scientific competencies were selected because of their relationship to the practice of science and their connection to key abilities
such as inductive/deductive reasoning, systems-based thinking, critical decision making, transformation of information (e.g., creating tables or graphs out of raw data), construction of arguments
and explanations based on data, thinking in terms of models, and use of mathematics. Table 3 describes the essential features of each of the three competencies.
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Table 3. PISA 2006 Scientific Competencies

Identifying scientific issues
■ Recognizing issues that are possible to investigate scientifically
■ Identifying keywords to search for scientific information
■ Recognizing the key features of a scientific investigation
Explaining phenomena scientifically
■ Applying knowledge of science in a given situation
■ Describing or interpreting phenomena scientifically and predicting changes
■ Identifying appropriate descriptions, explanations, and predictions
Using scientific evidence
■ Interpreting scientific evidence and making and communicating conclusions
■ Identifying the assumptions, evidence and reasoning behind conclusions
■ Reflecting on the societal implications of science and technological developments

The competencies can be illustrated with any number of contemporary examples. Global climate
change has become one of the most talked about and threatening global issues. As people read or
hear about climate change, they must separate the scientific reasons for change from economic, political, and social issues. Scientists explain, for example, the origins and material consequences of
releasing carbon dioxide into the Earth's atmosphere. This scientific perspective is often countered
with an economic argument against reduction of greenhouse gases. Citizens should recognize the
difference between scientific and economic positions. Further, as people are presented with more,
and sometimes conflicting, information about phenomena, such as climate change, they need to be
able to access scientific knowledge and understand, for example, the scientific assessments of bodies
such as the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Finally, citizens should be able to
use the results of scientific studies about issues such as health, prescription drugs, and safety to formulate arguments supporting their conclusions about scientific issues of personal, social, and
global consequence.
In PISA 2006, scientific literacy also encompassed both knowledge of science and knowledge about
science itself. The former includes understanding fundamental scientific concepts; the latter includes understanding inquiry and the nature of science. Because PISA describes the extent to which
students can apply their knowledge in contexts relevant to their lives, assessment material was selected from the major domains of physical, life, Earth science, and technology using the following
criteria: relevance to life situations; representative of important scientific concepts; and, appropriateness to the developmental level of 15-year-olds. Table 4 shows the knowledge of science categories
and examples of content selected by applying these criteria. This knowledge is required by adults
for understanding the natural world and for making sense of experiences in the personal, social and
global contexts. PISA 2006 used the term "systems" instead of "sciences" in the descriptors of the
major fields. We did this in order to convey the idea that people should understand varied concepts
and contexts based on the components themselves and the relationships between them.
PISA 2006 used two categories for knowledge about science. We used "scientific inquiry," which
centers on inquiry as the central process of science and "scientific explanations," which are the results of scientific inquiry. Inquiry is the means of science (how scientists get evidence) and explanations are the goals of science (how scientists use evidence). The examples listed in Table 5 convey the
124

Assessing Scientific Literacy in PISA 2006 and Fostering It in the United States

general meanings of the two categories.
Attitudes toward science play a significant role in scientific literacy. They underlie an individual's
interest in, attention to, and response to science and technology. An important goal of science education is for students to develop interest in and support for scientific inquiry as well as to acquire
and to subsequently apply scientific and technological knowledge for personal, social, and global
benefit. That is, a person's scientific literacy includes certain attitudes, beliefs, motivational orientations, self-efficacy, and values that influence actions. The inclusion of attitudes and the specific
areas of attitudes selected for PISA 2006 is supported by and builds upon reviews of attitudinal research (OECD, 2006). The PISA 2006 science assessment evaluated students' attitudes in three areas:
interest in science, support for scientific inquiry, and responsibility towards resources and environments (See Table 6).

Table 4. PISA 2006 Knowledge of Science
Physical systems
■ Structure of matter (e.g. particle model, bonds)
■ Properties of matter (e.g. changes of state, thermal and electrical conductivity)
■ Chemical changes of matter (e.g. reactions, energy transfer, acids/bases)
■ Motions and forces (e.g. velocity, friction)
■ Energy and its transformation (e.g. conservation, dissipation, chemical reactions)
■ Interactions of energy and matter (e.g. light and radio waves, sound and seismic waves)
Living systems
■ Cells (e.g. structures and function, DNA, plant and animal)
■ Humans (e.g. health, nutrition, disease, reproduction, subsystems [such as digestion, respiration, circulation, excretion, and their relationship])
■ Populations (e.g. species, evolution, biodiversity, genetic variation)
■ Ecosystems (e.g. food chains, matter, and energy flow)
■ Biosphere (e.g. ecosystem services, sustainability)
Earth and space systems
■ Structures of the Earth systems (e.g. lithosphere, atmosphere, hydrosphere)
■ Energy in the Earth systems (e.g. sources, global climate)
■ Change in Earth systems (e.g. plate tectonics, geochemical cycles, constructive and destructive forces)
■ Earth's history (e.g. fossils, origin and evolution)
■ Earth in space (e.g. gravity, solar systems)
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Table 5. PISA 2006 Knowledge About Science
Scientific inquiry
■ Origin (curiosity scientific questions)
■ Purpose (e.g. to produce evidence that helps answer scientific questions, current ideas/models/theories
guide inquiries)
■ Experiments (e.g. different questions suggest different scientific investigations, design)
■ Data (e.g. quantitative [measurements], qualitative [observations])
■ Measurement (e.g. inherent uncertainty, replicability, variation, accuracy/precision in equipment and
procedures)
■ Characteristics of results (e.g. empirical, tentative, testable, falsifiable, self-correcting)
Scientific explanations
■ Types (e.g. hypothesis, theory, model, scientific law)
■ Formation (e.g. existing knowledge and new evidence, creativity and imagination, logic)
■ Rules (e.g. logically consistent, based on evidence, based on historical and current knowledge)
■ Outcomes (e.g. new knowledge, new methods, new technologies, new investigations)

Table 6. PISA 2006 Assessment of Attitudes Toward Science
Interest in science
■ Indicate curiosity in science and science-related issues and endeavors
■ Demonstrate willingness to acquire additional scientific knowledge and skills, using a variety of
resources and methods
■ Demonstrate willingness to seek information and have an ongoing interest in science, including
consideration of science-related careers
Support for scientific inquiry
■ Acknowledge the importance of considering different scientific perspectives and arguments
■ Support the use of factual information and rational explanations
■ Express the need for logical and careful processes in drawing conclusions
Responsibility toward resources and environments
■ Show a sense of personal responsibility for maintaining a sustainable environment
■ Demonstrate awareness of the environmental consequences of individual actions
■ Demonstrate willingness to take the action to maintain natural resources

Research has shown that an early interest in science is a strong predictor of lifelong science learning or selecting a career in science or engineering (OECD, 2006). PISA 2006 collected data about students' engagement in science-related social issues, their willingness to acquire scientific knowledge
and skills, and their consideration of science-related careers.
Support for scientific inquiry was assessed because of its long standing importance in science education. Appreciation of and support for scientific inquiry implies that students value scientific ways
of thinking, reasoning, responding and communicating conclusions as they confront life situations
related to science. Thus, support is not simply a matter of being interested in science, but of an informed engagement that bases support on an understanding of the roles that science plays. In PISA
2006, support for inquiry included the use of evidence (knowledge) in making decisions and the appreciation for logic and rationality in formulating conclusions.
I have a long standing interest in responsible attitudes toward resources and environment, because
it is both an international concern and one of economic relevance for countries (Bybee and Mau,
1986). This aspect of attitudes in PISA 2006 presents information in reference to mounting global
problems specifically related to the environment and resources; for example, biodiversity, deforestation, and water resource management.
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PISA 2006 gathered extensive data on students' attitudes toward science not only by using a student questionnaire but also by embedding questions about student attitudes toward science in the
actual units of the assessment. This inclusion of items in the context of the science assessment unit
enabled PISA to investigate whether students' attitudes differ when assessed in or out of context,
whether they vary between contexts and whether they correlate with students' performance on the
items in the unit.

Education for scientific literacy and PISA 2006
As an assessment framework (OECD, 2006) and analysis (OECD, 2007), PISA 2006 provides definite clarity and international results concerning the challenges and possibilities for achieving
higher levels of scientific literacy. The conceptualization and assessment of scientific literacy in
PISA 2006 aligns very well with Vision II as described by Roberts (2007) and the views expressed
by contemporary scholars such as Millar (2007), Osborne (2007), DeBoer (2000) and Linder,
Ostmen, and Wickman (2007).
One of the insights that emerge from this review is the consistency of PISA 2006 with the views
of scientific literacy and the contrast of that perspective with school science programs and classroom practices. To be clear, if the purpose of science education is to attain higher levels of scientific
literacy for citizens, then science curricula should emphasize something like the competencies defined by PISA 2006. Although the PISA framework (OECD, 2006) was not conceptualized as a guide
for the design of science programs, it does give direction and ideas about emphasis including the
contexts, content of the curriculum, and the competencies that students should develop. The implications of the PISA 2006 perspective or scientific literacy will vary for countries and local schools,
but the general purposes are clear and the translation to educational policies, programs, and practice should not be difficult if the science education community can change from the current dominant perspective to one that values the scientific, economic, and social advantages of scientific
literacy.

What Is the Scientific Literacy of 15-Year-Olds?
This section presents results from PISA 2006. The discussion provides some insights about the scientific literacy of 15-year-olds. Figure 2 and Figure 3 present the average scores for both OECD and
non-OECD countries that participated in the 2006 assessment.
For purposes of describing scientific literacy in greater detail, PISA 2006 used six proficiency levels with Level 6 representing the most difficult tasks on the test and Level 1 the lowest. Table 7 summarizes the six proficiency levels. Each level represents a synthesis of the three aforementioned
scientific competencies for that level. I have included the percentage of OECD students and the percentage of U.S. students at the respective levels.
Table 8 through 10 present summary descriptions of the six proficiency levels for identifying scientific issues, explaining phenomena scientifically, and using scientific evidence, respectively.
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Examination of proficiency levels in Table 7 through 9 indicates a distribution of students from
highest to lowest levels. My primary purpose here is not to engage in country-by-country analysis.
Rather, it is to indicate some features of scientific literacy as demonstrated by PISA 2006. Individual countries can examine their results in PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow’s World,
Volume I Analysis and Volume II Data (OECD, 2007).
A couple of observations are worth noting. The percentages of students at the highest levels indicate those 15-year-olds with the aptitude for future careers in highly skilled areas of science and
technology. For countries either at or wishing to be at the frontiers of science and technology,
schools should attend to the interests and education of these students.
For the largest percentages of students, the middle levels of proficiency, levels 3 and 4, there is the
challenge of increasing their competencies, interests, and skill levels as this increase has advantages
for economic growth (Hanushek and Woessman, 2007).
Countries with significant numbers of students at the lowest levels of proficiency also have to attend to their scientific literacy, because these students will have to participate in the labor market
and society. PISA 2006 established Level 2 as the baseline for scientific competencies that will enable
adequate participation in society. On average, 19.2％ of students in OECD countries are not at the
baseline. The implication seems clear. It is in the economic and social interest to help those students
attain higher levels of scientific literacy.

How Did U.S. Students Do On PISA 2006?
The early years of the 21st century have presented the United States with circumstances that support scientific literacy as an aim of science education. One example supporting this point comes
from numerous reports released by business and industry (BSCS, 2007). Collectively, the reports
claim there is a need for individuals with the knowledge, attitudes, and skills that will enable full
participation in the 21st century workforce. PISA 2006 provides insights concerning the role of scientific literacy and the necessity of focusing on this as a primary goal of science education. Results
from PISA indicate significant challenges for the U.S. if it is to reform programs to attain higher
levels of scientific literacy.
PISA 2006 has a unique and important, if not essential, approach to understanding science as an
educational goal. Unlike most state tests and the National Assessments of Educational Progress
(NAEP), PISA does not measure students' achievement of knowledge and abilities based on school
science curricula. Rather, PISA measures students' ability to identify scientific issues, explain phenomena scientifically, and use scientific evidence as they make decisions in the context of life situations. The results of PISA 2006 can inform decisions about U.S. educational policies, programs, and
practices that will foster higher levels of scientific literacy in the United States.
The United States was one of 57 countries and economies participating on PISA 2006. This number includes 30 OECD countries and 27 partner countries and economies. Students in the U.S. scored
an average of 489 points which is 11 points below the OECD average of 500 points. The U.S. trend
in science is of great concern. The U.S. dropped from 14th in science on PISA 2000 to 19th in 2003 and
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21st in 2006. Whatever the combination of other countries doing better and a decline in science education in U.S. science education, the results provide concern as they relate to the general scientific
literacy in the U.S. In practical terms, the U.S. scientific literacy translates to the supply of skilled
workers, technological innovation, and economic growth.
Overall U.S. performance. To say the least, U.S. results on PISA 2006 were disappointing for the
United States. U.S. 15-year-olds lag behind a majority of developed nations that participated in the
survey. Out of 30 OECD countries participating, 16 countries' average score was measurably higher
than the U.S. average (See Figure 2). The average score for Finland, the highest achieving country,
was 74 points above the U.S. Other high achieving countries included Canada, Japan, New Zealand,
and Australia. Among non-OECD countries and economies, six countries' average score was measurably higher than the U.S. Those countries and economies were: Hong Kong―China, Chinese
Taipei, Estonia, Liechtenstein, Slovenia, and Macao―China (See Figure 3).

Figure 2. PISA 2006 Survey: OECD Jurisdictions
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Figure 3. PISA 2006 Survey: Non-OECD Jurisdictions

Proficiency levels for scientific literacy. In PISA 2006, performance levels were defined for the purpose of describing in greater detail the scientific competencies and overall scientific literacy. Student
scores in science were grouped into six proficiency levels: Level 6 representing the most difficult
tasks and Level 1 the lowest. The grouping into proficiency levels was undertaken on the basis of
combining scientific knowledge and abilities underlying scientific competencies. Proficiency at each
of the six levels can be understood in relation to descriptions of the kind of scientific competencies
that students need to attain the respective levels. Table 7 summarizes the levels and represents a
synthesis of individual competencies for science literacy.
U.S. students at higher levels of proficiency. Scientific advances and technological innovations require a labor force with high levels of scientific literacy. Additionally, achieving and staying at the
frontiers of science and technology require educated individuals with high levels of knowledge and
scientific competencies. Research by Eric Hanushek (2005), for example, has shown the positive economic benefit of attaining skills one standard deviation above the mean on the International Adult
Literacy Study.
At Level 6, for example, students can consistently identify, explain, and apply both knowledge of
science and knowledge about science in a variety of complex situations involving science. For OECD
countries, 1.3％ of students perform at Level 6 on the science scale. In the U.S., 1.5％ reach Level 6.
If we consider both Level 5 and 6, the U.S. is the same as the OECD average at 9.0％. This is the good
news. However, other countries have much higher percentages at Levels 5 and 6; for example,
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Finland (20.9％), New Zealand (17.6％), Japan (15.1％). These countries have remarkable potential
for creating scientists and engineers and prominent scientific literacy among all citizens.
U.S. students at lower levels of proficiency. In PISA 2006, Level 2 was identified as the baseline for
the competencies. This is the level at which students begin to demonstrate science competencies that
will allow them to participate actively as citizens. Students at Level 2 can identify key features of
a scientific investigation, recall concepts, and use results of an investigation represented in a data
table as they support a personal decision. Across the OECD, 19.2％ of students are categorized as
below the baseline, Level 2. For the U.S. this average is 24.5％. Below Level 2, students may confuse
key features of an investigation, apply incorrect scientific information, and confound scientific evidence with personal opinions and beliefs. The U.S. has 7.6％ of students who only perform at Level
1 or below. These percentages are greater than the OECD average at 5.2％. These results indicate
that about one quarter (24.5％) of U.S. students do not demonstrate the competencies that will
allow them to productively engage in science and technology related life situations. This finding
should be a concern for policy makers and all associated with science education in the U.S.
U.S. students and scientific competencies. Among the unique insights gained from PISA 2006 is information on student performance on the three scientific competencies―identifying scientific issues,
explaining phenomena scientifically, and using scientific evidence. Examining the scientific competencies individually suggests possible areas to strengthen science education.
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Table 7. Summary Descriptions for the Six Levels of Proficiency on the Combined Science Scale
Percentage of all
students across
OECD who can
perform tasks at
least at this level

Percentage of U.S.
studentswho can
performtasks at
least at this level

Level

What students can typically do at each level

6

At Level 6, students can consistently identify, explain
and apply scientific knowledge and knowledge about science in a variety of complex life situations. They can
link different information sources and explanations and
use evidence from those sources to justify decisions.
They clearly and consistently demonstrate advanced scientific thinking and reasoning, and they use their scientific understanding in support of solutions to
unfamiliar scientific and technological situations. Students at this level can use scientific knowledge and develop arguments in support of recommendations and
decisions that center on personal, social, or global situations.

1.3％

1.5％

5

At level 5, students can identify the scientific components of many complex life situations, apply both scientific concepts and knowledge about science to these
situations, and can compare, select and evaluate appropriate scientific evidence for responding to life situations. Students at this level can use well-developed
inquiry abilities, link knowledge appropriately and
bring critical insights to these situations. They can construct evidence-based explanations and arguments
based on their critical analysis.

9.0％

9.0％

4

At Level 4, students can work effectively with situations
and issues that may involve explicit phenomena requiring them to make inferences about the role of science
and technology. They can select and integrate explanations from different disciplines of science or technology
and link those explanations directly to aspects of life
situations. Students at this level can reflect on their actions and they can communicate decisions using scientific knowledge and evidence.

29.3％

27.3％

3

At Level 3, students can identify clearly described scientific issues in a range of contexts. They can select facts
and knowledge to explain phenomena and apply simple
models or inquiry strategies. Students at this level can
interpret and use scientific concepts from different disciplines and can apply them directly. They can develop
short statements using facts and make decisions based
on scientific knowledge.

56.7％

51.3％

2

At Level 2, students have adequate scientific knowledge
to provide possible explanations in familiar contexts or
draw conclusions based on simple investigations. They
are capable of direct reasoning and making literal interpretations of the results of scientific inquiry or technological problem solving.

80.8％

75.5％

1

At Level 1, students have such a limited scientific
knowledge that it can only be applied to a few, familiar
situations. They can present scientific explanations that
are obvious and follow explicitly from given evidence.

94.8％

92.3％

Below Level 1

5.2％

7.6％
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One way to think of the science competencies is in terms of a sequence that individuals might go
through as they encounter and solve science-related problems. First, they must identify the scientific aspects of a problem, then apply appropriate scientific knowledge about that problem, and finally, they have to interpret and make sense of their findings in support of a decision or
recommendation. Traditional science courses in the U.S. tend to concentrate on the middle segme
nt―explaining phenomena scientifically―and give much less emphasis to identifying scientific issues and using scientific evidence.
On identifying scientific issues, U.S. students ranked 15th among OECD countries, but not statistically significantly different from the OECD average. Paradoxically, given the curricular emphasis, U.S. students were statistically significantly below the OECD average on explaining phenomena
scientifically and using scientific evidence. There were gender differences as girls performed better
on identifying scientific issues and using scientific evidence and boys performed better on explaining phenomena scientifically. This finding was consistent with performance by other OECD countries.
For the competency, identifying scientific issues, U.S. students performing at the highest levels,
5 and 6, were about equal to the percentage of all OECD students, 9.7％ for OECD students, and
9.3％ for U.S. students. Below the baseline, the U.S. had 21.6％ on identifying scientific issues. At
the lower levels, 1 and below 1, 5.6％ of U.S. students were at or below these levels for this competency (See Table 8).
On explaining phenomena scientifically, the U.S. had slightly more students in the upper two levels of proficiency, 11.8％ (U.S.) and 11.6％ (OECD). However, the U.S. had 26.3％ of students below
the baseline and 8.4％ at least 1 or below (See Table 9).
Finally, for using scientific evidence, 13.7％ of U.S. students did well by achieving at the top levels
on this proficiency. However, this percentage was lower than the percentage of OECD students
(14.2％). The disappointing result was at the lower level where 26.1％ of U.S. students were below
the baseline. This is compared to 21.9％ of all OECD students (See Table 10).
On the higher levels of scientific competencies (Levels 5 and 6), U.S. students compare favorably
with the percentages of students across OECD countries. However, U.S. students do not compare favorably with high achieving countries such as Finland, Canada, and Japan. There should be particular concern about the fact that between one fifth and one quarter of U.S. students do not achieve at
the baseline level on scientific competencies. These percentages have the potential for a significant
negative economic and social impact on these individuals and for the U.S. as a nation.
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Table 8. Identifying Scientific Issues: Summary descriptions of the six proficiency levels

Level

Proficiency at each level

Percentage of
allstudents across
OECD who can
perform tasks at
this level

6

Students at this level demonstrate an ability to understand and articulate the complex modelling inherent in
the design of an investigation.

1.3％

1.2％

5

Students at this level understand the essential elements
of a scientific investigation and thus can determine if
scientific methods can be applied in a variety of quite
complex, and often abstract contexts. Alternatively, by
analyzing a given experiment can identify the question
being investigated and explain how the methodology relates to that question.

8.4％

8.1％

4

Students at this level can identify the change and measured variables in an investigation and at least one variable that is being controlled. They can suggest
appropriate ways of controlling that variable. The question being investigated in straightforward investigations can be articulated.

28.4％

26.5％

3

Students at this level are able to make judgments about
whether an issue is open to scientific measurement and,
consequently, to scientific investigation. Given a description of an investigation can identify the change and
measured variables.

56.7％

53.2％

2

Students at this level can determine if scientific measurement can be applied to a given variable in an investigation. They can recognize the variable being
manipulated (changed) by the investigator. Students
can appreciate the relationship between a simple model
and the phenomenon it is modelling. In researching topics students can select appropriate key words for a
search.

81.3％

78.4％

1

Students at this level can suggest appropriate sources of
information on scientific topics. They can identify a
quantity that is undergoing variation in an experiment.
In specific contexts they can recognize whether that
variable can be measured using familiar measuring
tools or not.

94.9％

94.4％

Below Level 1

5.1％

5.6％
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Table 9. Explaining Phenomena Scientifically: Summary description for the six proficiency levels

Level

Proficiency at each level

Percentage of all
students across
OECD who can
perform tasks at
this level

6

Students at this level draw on a range of abstract scientific knowledge and concepts and the relationships between these in developing explanations of processes
within systems.

1.8％

2.0％

5

Students at this level draw on knowledge of two or
three scientific concepts and identify the relationship
between them in developing an explanation of a contextual phenomenon.

9.8％

9.8％

4

Students at this level have an understanding of scientific ideas, including scientific models, with a significant
level of abstraction. They can apply a general, scientific
concept containing such ideas in the development of an
explanation of a phenomenon.

29.4％

26.7％

3

Students at this level can apply one or more concrete or
tangible scientific ideas/concepts in the development of
an explanation of a phenomenon. This is enhanced when
there are specific cues given or options available from
which to choose. When developing an explanation, cause
and effect relationships are recognized and simple, explicit scientific models may be drawn upon.

56.4％

50.1％

2

Students at this level can recall an appropriate, tangible, scientific fact applicable in a simple and straightforward context and can use it to explain or predict an
outcome.

80.4％

73.7％

1

Students at this level can recognize simple cause and effect relationships given relevant cues. The knowledge
drawn upon is a singular scientific fact that is drawn
from experience or has widespread popular currency.

94.6％

91.7％

Below Level 1

5.4％

8.4％
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Table 10. Using Scientific Evidence: Summary descriptions of the six proficiency levels

Level

Proficiency at each level

Percentage of all
students across
OECD who can
perform tasks at
this level

6

Students at this level demonstrate an ability to compare
and differentiate among competing explanations by examining supporting evidence. They can formulate arguments by synthesizing evidence from multiple sources.

2.4％

2.5％

5

Students at this level are able to interpret data from related datasets presented in various formats. They can
identify and explain differences and similarities in the
datasets and draw conclusions based on the combined
evidence presented in those datasets.

11.8％

11.2％

4

Students at this level can interpret a dataset expressed
in a number of formats, such as tabular, graphic and
diagrammatic, by summarizing the data and explaining
relevant patterns. They can use the data to draw relevant conclusions. Students can also determine whether
the data support assertions about a phenomenon.

31.6％

29.0％

3

Students at this level are able to select a piece of relevant information from data in answering a question or
in providing support for or against a given conclusion.
They can draw a conclusion from an uncomplicated or
simple pattern in a dataset. Students can also determine, in simple cases, if enough information is present
to support a given conclusion.

56.3％

51.8％

2

Students at this level are able to recognize the general
features of a graph if they are given appropriate cues
and can point to an obvious feature in a graph or simple
table in support of a given statement. They are able to
recognize if a set of given characteristics apply to the
function of everyday artifacts in making choices about
their use.

78.1％

73.9％

1

In response to a question, students at this level can extract information from a fact sheet or diagram pertinent to a common context. They can extract
information from bar graphs where the requirement is
simple comparisons of bar heights. In common, experienced contexts students at this level can attribute an effect to a cause.

92.1％

90.0％

Below Level 1

7.9％

10.0％
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Fostering Scientific Literacy: A Different Perspective
In the United States most school science programs do not emphasize scientific literacy as a major
aim of education. To be clear, the term scientific literacy is stated constantly as the purpose of science education, but school programs primarily emphasize facts, information, and knowledge of the
science disciplines and only secondarily emphasize the applications of science related to citizens' life
situations. The difference may seem subtle, but it is important to understand.
Although some scientists and educators had used the term scientific literacy before 1958 (Holton,
1998), in that year Paul DeHart Hurd placed the term fully into the rhetoric of science education
with his article, "Science Literacy: Its Meaning for American Schools." Hurd made the case that scientific literacy centered on an understanding of science and its applications to the social experiences
of citizens. In the late 1950s, science had such a prominent place in society that contemporary issues
could not be considered without reference to science. From this 1958 article, scientific literacy has
had a continual place in the literature of science education and arguments for reform (See e.g.,
Bybee, 1997; DeBoer, 2000; Roberts, 2003).
The critical challenge based on Hurd's original article and the subsequent 50-year discourse about
scientific literacy centers on the difference between two perspectives of science curriculum and
teaching. One perspective is internal to science itself. In this perspective, educational policies, programs, or practices center on questions such as: What knowledge of science and its processes should
students have? What facts and concepts from physics, chemistry, biology, and the Earth sciences
should be the basis for school science programs? In contrast, there is an external perspective that begins with life situations that citizens might encounter. When thinking about educational policies,
programs, and practices from this perspective, questions center on: What science should students
know, value, and be able to do as future citizens? What contexts could be the basis for introducing
science and technology? The difference between these two perspectives is significant, because the design of curricula and selection of instructional strategies differ, and the subsequent outcomes―
what students learn―also differ.
Based on this discussion, I will point out what is perhaps the single most significant challenge
facing those who wish to foster scientific literacy in the U.S. Most individuals involved in science
education hold the internalist perspective that school science programs should first and foremost
emphasize the basic knowledge and processes of science and secondarily make some links to social
issues, if time and opportunity permit―which usually do not. Further, their position is deeply held
and strongly defended.
If the United States wants to foster higher levels of scientific literacy, then it is essential to recognize the external perspective and accept the importance of designing and developing programs
and selecting instructional strategies consistent with that purpose.
PISA 2006 presents a framework (OECD, 2006) and assessment results (OECD, 2007) with a scientific literacy perspective. This view also is generally consistent with contemporary discussions of
scientific literacy by Millar (2006), Osborne (2007), and Roberts (2007) and my 1997 book,
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Fostering Scientific Literacy: A Rationale
The rationale for shifting to an emphasis on scientific literacy rests on the influence of science
and technology advances and their influence on national economy, the central place of information
technologies in employment, and the increasing presence of science and technology related issues
such as health, resources, environments, and hazards. The scientific competencies described in PISA
2006 present an excellent new focus for science education programs, and the fact that significant
percentages of U.S. students are at very low proficiency levels is an important indication of their capacity to participate in the 21st century workforce and society. The next sections address some of the
challenges for fostering scientific literacy in the United States.
Socioeconomics and science achievement. One of the major insights from PISA 2006 is the fact that
when compared to other nations, poverty had a greater affect on PISA scores in the U.S. Socioeconomic background accounted for an 18％ variation on U.S. student achievement. This finding
should cause alarm about the importance of scientific literacy as it relates to social inequities. To be
specific about what schools and science education might do, it is clear that students of lower socioeconomic status do not have the same opportunities to learn science as students in higher socioeconomic groups. The U.S. system of education does not provide underprivileged students with
demanding science curricula, high quality science teachers, and other resources such as well
equipped laboratories. To place this in contemporary terms, in spite
of the No Child Left Behind legislation, we are leaving some children behind, and they tend to be the
less privileged.
The difficulty with the socioeconomic problem is that it is a huge, complex social problem. Schools
cannot change the larger social problem, but the education system can respond to inequities within
the system. I refer to those mentioned above―curriculum, instruction, teachers, and the allocation
of resources. Research by Akiba, LeTendre, and Scribner (2007) indicates that investing in teacher
quality produces higher achievement in mathematics. This was a 46 nation review. Teacher quality
also figures as a major factor in an analysis of How Fins Learn Mathematics and Science (Pehkonen,
Ahtee, Lavonen, 2007). The next sections are based on an article entitled "Does the U.S. Need Another Sputnik?" (Bybee, 2007) and a report I directed entitled A Decade of Action: Sustaining Global
Competitiveness" (BSCS, 2007).
Confronting contemporary challenges. The United States now confronts challenges associated with
the economy, health and the environment, and natural resources. The National Research Council report, Rising Above the Gathering Storm (NRC, 2007), has become one of several major reports signaling the need for a national response. Thomas Friedman has sustained public attention for a new
reform in his book, The World Is Flat (Friedman, 2005). Friedman has a compelling premise: The
international economic playing field is level, hence the metaphor the world is flat. The "flattening"
that Friedman refers to is a result of information technologies and associated innovations that have
made it technically possible and economically feasible for U.S. companies to locate work "offshore,"
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for example, call centers in India. The revolution of informational technologies has developed a generation of digital natives and left many of us as digital immigrants. The implications for education
are significant.
Friedman addresses educational questions in a chapter entitled "The Quiet Crisis." According to
Friedman, "The American education system from kindergarten through twelfth grade just is not
stimulating enough for young people to want to go into science, math, and engineering" (p. 270).
Friedman continues:

Because it takes fifteen years to create a scientist or advanced
engineer, starting from when that young man or woman first gets
hooked on science and math in elementary school, we should be
embarking on an all-hands-on-deck, no-holds-barred, crash program
for science and engineering education immediately. The fact that we
are not doing so is our quiet crisis (p. 275).

The science education community is left with the fundamental question―what should be done to address the quiet crisis?
The United States must again reform science education, in this case because we are losing our
competitive edge in the global economy and clearly must attend to health, environmental, and resource issues because they often underlie economic realities. The primary goal is clear and
complex―to prosper in a global economy. And, the timeline for achievement is at least a decade.
Although some insights are not as clear, most agree that central to the global economy is scientific excellence and technological innovation. A logical extension of the proposition is that the
United States needs scientists and engineers. This was emphasized by Friedman. I argue that the
country also requires higher levels of scientific literacy for all citizens. Finally, few would disagree
with the assertion that the K-12 education system can and should play a central role in the responses. I propose specific responses for K-12 science education. First, I outline what must be done,
and then I elaborate how we might achieve these changes.

Fostering Scientific Literacy: What Must We Do?
I begin with a recommendation that will facilitate reform by beginning with teachers and their
standard request when asked to change―Where are the materials?
Develop a new generation of curriculum materials for scientific literacy. Specifications for the curriculum materials build on the contexts and competencies from PISA 2006 and the content builds
both national and international frameworks. Based on PISA 2006, Figure 4 presents a framework
for the curriculum. Contexts for the curriculum are described in Table 11.
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Figure 4. A Perspective for K-12 Scientific and Technological Literacy
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Table 11. Contexts for Scientific and Technological Literacy
Context

Personal

Social

Global

Careers

Scientific research,
engineering, technical, and
teaching

Scientific research, medicine,
engineering, information
and communication
technology

Health

Maintenance of health,
accident prevention,
nutrition

Control of disease and social
Epidemics and spread of
transmission, nutrition, food
infectious diseases
choices, community health

Resources

Control of personal
consumption of materials
and energy

Maintenance of human
populations, quality of life,
security, production and
distribution of food, and the
energy supply

Environment

Research of
Research of population
environmentally friendly
distribution, disposal of
behavior, use and disposal of waste, environmental
impact, local weather
materials

Hazards

Rapid changes (earthquakes,
Natural and human-induced severe weather), slow and
Climate change, impact of
progressive changes (coastal
hazards, decisions about
modern warfare
housing
erosion, sedimentation), risk
assessment

Research and
development

Interest in science and
technology, science-based
hobbies, sport and leisure
activities, and use of
personal technology

Aerospace engineering,
biotechnology,information
andcommunications
tech-nology,
pharmaceuticals

World health, economic
progress, security

Renewable and non-renewable energy, natural
systems, population growth,
and sustainable use of
species
Biodiversity, ecological
sustainability, control of
pollution, production and
loss of soil

Exploration of space,
transportation, agriculture,
applications to resolve global
problems

Contexts for the curriculum would be based on the National Science Education Standards (NRC,
1996), the Benchmarks for Scientific Literacy (AAAS, 1993), and aligned with the Science Assessment and Item Specifications for the 2009 National Assessment of Educational Progress (National Assessment Governing Board [NAGB], 2005).
Support professional development of science and technology teachers. Specific actions
are recommended to achieve this goal. First, establish summer institutes that focus on building
teachers' content and pedagogical knowledge and skills. There would be follow-up experiences during the academic year. Second, develop online communities to support all participating teachers.
These professional development programs should be concentrated and continuous, have an educational context, focus on content, and establish professional learning communities.
The professional development programs should provide enough initial time to establish a clear
foundation for teaching and learning. In addition to an early concentration, the program should extend over a year (or more) and include continuous work on selecting curriculum materials and improving instruction. The educational context for the professional development programs should
include curriculum; that is, content and pedagogy with a direct and purposeful meaning for teachers. Core concepts for scientific and technological literacy must be the programs' focus. Finally, the
programs require the establishment of professional learning communities with teams of teachers
analyzing teaching, engaging in lesson study, reviewing content, and working on the implementation of curriculum materials.
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Align certification and accreditation with contemporary priorities of scientific literacy.
This recommendation uses the critical leverage of science teacher certification to facilitate reform
of undergraduate teacher education programs. No discussion of improving science education escapes acknowledging the need to change teacher education. This includes changes in states' certification and national accreditation, e.g., NCATE. In addition, federal support to colleges and
universities that prepare significant numbers of future science teachers will be a major contribution
to their reform. To this recommendation I add special support to colleges and universities with significant populations of Hispanic, African American, and Native American students so the institutions can recruit and prepare a greater diversity of science teachers.
Build district-level capacity for continuous improvement of programs for scientific literacy. Specific
actions necessary for this priority include: developing leaders; providing summer programs and assistance during the year; centering on critical leverage points such as selection of instructional materials; and, designing programs so the district builds an infrastructure that is sustainable.
This priority connects to other priorities with the goal of sustaining the initial results attained
through professional development, curriculum reform, and reform of undergraduate education. Although the federal costs will initially be high, by building district-level capacity one could anticipate
reduced support in the long term.
Explain to the public this school science reform and why it will benefit their children and the country. One of the great insights from the Sputnik era was the fact that national leaders provided clear
and compelling explanations of what the reform was and why it was important. Further, there was
continued support for science teachers and a national enthusiasm for reform.

Fostering Scientific Literacy: How We Can Begin
This section describes the larger picture of how we can initiate and bring about the changes described in the last section to a scale that matters within the U.S. education systems.
Plan a decade of action. Achieving higher levels of scientific literacy cannot be accomplished
quickly; it will take a minimum of ten years. Table 12 and 13 present specifications for reform and
phases for a decade of reform centering on improving scientific literacy in the United States.
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Table 12. Specifications for Action
Unit of change

School districts

Time frame for change

Ten years

Critical components of change

Teachers and teaching, content and curricula, and
assessment and accountability

Components of change

Educational policies, curriculum programs, and
teaching practices

Theory of action for change

Curriculum reform with complementary professional development and changes in assessment
Table 13. A Decade of Action: Phases and goals

Phase

Timeline

Goal

Initiating the reform

Two years

Design, develop, and implement model
instructional units

Bringing the reform to scale

Six years

Change policies, programs, and practices
at local, state, and national levels

Sustaining the reform

Two years

Build capacity at the local level for
continuous improvement of school
scienceand technology programs

Evaluating the reform

Continuous, with a
major evaluation in 10 years

Provide formative and summative data on
the nature and results of the reform
efforts

The primary work for the initial phase of reform occurs in the first two years. I term this phase
"Introducing little changes with big effects." This phase centers on the funding and the development
of model instructional units for scientific literacy. The model instructional units use major sectors
of the economy as the "topics," (e.g., aerospace, biotechnology, energy, hazard mitigation, health,
and pharmaceuticals sectors) and emphasize contextual themes such as careers and research and development. This phase includes field-testing and final production of the units and complementary
assessments. Participating districts select schools, and implementation begins with accompanying
professional development.
Providing model instructional units, professional development, and exemplary assessment at the
elementary, middle, and high school levels would have an impact on the system, increase understanding among school personnel, and increase support by policy makers and administrators. Further, the units would provide a basis for answering the public's questions about what changes
involve and why they are important―especially for children.
The second phase is "Systemic changes that make a difference." Bringing the reform to scale takes
six years. After the initial phase, efforts to bring the reform to a significant scale expand. Evaluations of teachers' responses and students' achievement, abilities, and attributes are reviewed and
analyzed. These data form the basis for revision of the original models of instructional units, the
development of new models of instructional units, and a compelling case statement for the continued expansion of the reform. This phase includes major efforts to review and revise state policies
and standards and create new criteria for local and state adoptions of instructional materials. With
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the revision of standards, states also would initiate changes in assessments. Publishers would begin
developing new editions of core and supplemental programs. Through this entire period, professional development of science and technology teachers continues.
Districts begin the process of selecting and implementing curriculum that emphasizes scientific
literacy as they become available. Professional development aligned with the new programs is ongoing. The central goal of this phase is to revise local, state, and national policies; develop new school
science and technology programs; and align teaching practices with the goals of scientific literacy.
By the end of this phase, states would have new standards and assessments, new teacher certification requirements would be in place, new instructional materials for core and supplemental programs would be available, and the professional development of teachers would be aligned with the
new priorities. This phase likely would present the most difficulty as policy makers, and educators
directly confront resistance to change and criticism of the new initiatives and changes in policies,
programs, and practices.
The work of sustaining "building local capacity for a national purpose" is concentrated in the final
two years of the decade. The work focuses on building local capacity for ongoing improvement of
science and technology education at the district level. These efforts phase out the use of external
funds for the reform effort and phase in the school districts' use of resources in response to the new
advances in science and technology and the implied changes for the school programs.
Evaluation involves continuous feedback about the work and changes in content and curricula,
teachers and teaching, and assessment and accountability. Clearly, feedback occurs during all
phases for "monitoring and adjusting to change." The feedback informs judgments about the models
of instructional units and issues associated with their implementation and the professional development of teachers. Evaluations and feedback are conducted and available at the school district, state,
national, and even international levels. School districts and states implement their own evaluations.
Results from the National Assessment of Education Progress (NAEP), TIMSS, and PISA also provide results from national and international levels.

Concluding Discussion
Having stated these recommendations, I will note some important features. First, they center on
critical leverage points to address immediate and long-term problems. Second, the direct implication
for federal policy is financial support versus unfunded mandates, requests for cooperation, general
recommendations to state and local governments, or appeals for support from business and industry. Third, priorities include multiple and coordinated efforts among, for example, the U.S. Department of Education, the National Science Foundation, the National Institutes of Health, and other
agencies. Fourth, where possible, the initiatives should build on current research such as How Students Learn: Science in the Classroom (NRC, 2006), America’s Lab Report (NRC, 2006), and Taking
Science to School (NRC, 2007). Finally, policy makers can support these priorities from a nonpartisan perspective. It is in the United States' interest to achieve higher levels of scientific and technological literacy.
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In conclusion, addressing the theme of fostering scientific literacy in the United States presents
a critical and complex set of issues. Results from PISA 2006 indicate that U.S. students are not
doing well in general on scientific competencies. PISA results combined with other reports support
the need for a major era of reform.
After a general discussion of U.S. results on PISA 2006, I have described what we must do and
then elaborated a plan of action with specific details that could increase U.S. students' scientific literacy.
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History of Japanese International Cooperation in Education：1954-1972
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Abstract
This paper treats the initial stages of the history of Japanese international cooperation in education. Japan began providing educational cooperation to developing countries in two different
forms in 1954. In that year, Japan became a member of the Colombo Plan as a donor country
and began modest programs of technical assistance to Asian countries. On the other hand, the
Ministry of Education launched a government-sponsored foreign student scholarship program,
mainly targeting students from developing countries. In the 1960s, in the process of supporting
the UNESCO-initiated Karachi Plan, which aimed to achieve universal compulsory primary
education in Asia by 1980, officials of the Ministry of Education took more interest in and felt
a vocation for assisting Asian countries to develop their education systems. Discussions on international cooperation in education were often featured in the official journal of the Ministry.
Meanwhile, under increasing criticism and complaints in Asian countries against Japanese economic aid policy, as mainly linked to Japan's own economic interests, the central government
undertook a review of its total assistance policy. The new policy advocated strengthening of
technical cooperation to developing countries, including educational cooperation programs. In
1971, an ad hoc council on educational cooperation for Asian countries was established under
the Ministry of Education. The council members and task force staff represented various fields
and sectors, including high-ranking officials of the Ministry of Foreign Affairs. The council
dispatched research missions to 6 countries to investigate their needs and requests in educational cooperation. In March 1972, the council presented its final report, which consisted of (1)
basic concepts of educational cooperation, (2) priority areas in cooperation, and (3) strengthening of relevant domestic structures and communication links.

はじめに
2002年６月､ カナダのカナナスキスにおいて主要国首脳会議 (サミット) が開催された｡ ここで
は､ 開発途上国向けの教育支援がその主要議題の一つとして取り上げられた｡ 日本国政府は､ 小泉
首相がそれに出席するのを機会に､ 教育分野に対するわが国の支援の基本理念とそれを実施する際
の重点項目をまとめた政策文書 ｢成長のための基礎教育イニシアティブ｣ (BEGIN：Basic Education for Growth Initiative) を国内外に公表した｡ この文書は､ わが国における国際教育協力の

*
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理念と政策の歴史的変遷という視点からみるならば､ 画期的な意義を有するものであり､ わが国の
国際教育協力事業がまぎれもなく一つの到達点に至ったことを意味している｡
わが国の国際教育協力の歴史は､ 日本がコロンボ・プランへの加盟を認められ､ アジア諸国向け
の技術協力を開始した1954 (昭和29) 年にさかのぼる｡ また､ 同年､ 文部省も､ 開発途上国への技
術協力を主眼に､ 国費留学生招致プログラムを開始した｡ さらに1960年代のユネスコ主導の ｢カラ
チ・プラン｣ への支援を通じて､ 国際教育協力への取り組みに拍車がかかった｡ それから約半世紀
が過ぎた｡ この間､ わが国の国際教育協力の理念と政策は時代とともにかなりの変遷を経験してき
た｡ その歩みは､ おおよそ次の５つの時期に区分することができよう｡


開発途上国向けの技術協力事業開始の時期 (1954年〜1964年)



教育協力への使命感の自覚と体系的取り組み模索の時期 (1965年〜1973年)



JICA 創設と二元的教育協力実施体制の時期 (1974年〜1989年)

 EFA 世界会議以降の政策見直しと関係機関の連携強化推進の時期 (1990年〜1995年)


文部省国際教育協力懇談会による具体的政策提言と実施の時期 (1996年〜)

時期によっては､ 関係者の関心や意欲にも変遷と浮沈が見られた｡ 教育協力の意義そのものへの
疑念が生じ､ とりわけ基礎教育への介入には消極論が優位の時期もあった｡ しかし､ この間の歴史
的経緯については､ 政策担当者､ 研究者､ 協力事業実践者の間でもよく知られていないのが実情で
ある｡ 本研究は､ わが国の国際教育協力の軌跡をたどりながらその歴史的系譜を明らかにすること
を目的とする｡ 本論では､ 上記の及びの時期､ すなわち､ 戦後復興とともに開始されるわが国
の教育協力事業の草創期から､ 文部省関係者の間でも国際教育協力論議が急速な高まりをみせた
1970年代初頭までの時期を検討の対象とする｡

. 戦後における教育文化の国際交流・協力事業の開始
1951 (昭和26) 年６月21日､ 第六回ユネスコ総会において､ わが国のユネスコ加盟が正式に承認
された｡ これは､ サンフランシスコ平和条約締結と国連加盟以前のことであり､ 戦後わが国が国際
機関に加盟を認められたものとしては最初のものであった｡ 当時まだ終戦の混乱を引きずっていた
外務省に代わり､ ユネスコ加盟を推進した文部省関係者にとって､ ユネスコ加盟にかけた期待や思
い入れは､ 今日からは想像しがたいほど大きなものであった｡ 後に日本ユネスコ国内委員会事務総
長をつとめた西田亀久夫は､ 当時､ 官民一体となって推進されたユネスコ運動の状況を次のように
ふりかえる｡ ｢わが国のユネスコ活動は､ 日本の国際社会への復帰をめざして､ まず､ 民間運動と
して発足したことを第一の特徴としてあげたい｡ このことは､ まさに日本の敗戦という特異な事情
の反映である｡ 戦争に対する痛烈な悔悟の情と､ 国際社会における禁治産状態の無念さを正当に克
服する唯一の道は､ 1946年に発足した国際連合教育科学文化機関 (ユネスコ) の掲げる恒久平和運
動へ全面的に帰依することであった｡ それは､ ある意味では純粋に精神的な平和運動といえる｡ き
わめて内省的に日本人の心の中に平和の信念を築きあげるとともに､ みずからをきびしく鍛練して
世界の問題を見る目を養おうとするものであった｡ 世界の中で､ ユネスコ運動をこれほど人間の心
の問題として受け止めた国はまれであろう｣ (西田

昭和47年

p.29)｡

翌1952年には､ 国内法として ｢ユネスコ活動に関する法律｣ を成立させた｡ これを根拠に教育・
文化・科学分野の代表者､ 学識経験者､ 政界等を代表する60人の委員からなる日本ユネスコ国内委
員会が発足する｡ またその事務を担当するために事務総長以下専任スタッフ60人をこえる規模の国
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内委員会事務局が設置された｡ 事務局は､ 文部省の所轄機関として文部省庁舎内に置かれることに
なった｡ かつて事務局次長を経験したことのある木田宏によれば､ 四つの課 (企画､ 連絡､ 調査､
普及) から構成され一つの局にも相当する規模を誇るそれは ｢世界一立派な事務局｣ (木田
ラルヒストリー

下巻

2003年

オー

p.76) であったという｡

ユネスコの事業は､ 学術交流､ 国際的な科学的調査研究の推進､ 東西文化価値相互理解事業計画
など多岐にわたったが､ 教育の分野においてわが国の活動の中心とされたものは､ ユネスコが国際
理解教育を推進するために開始していた協同学校プロジェクト (Associated Schools Project) へ
の参加であった｡ 文部省は､ プロジェクトに参加する実験校を指定し支援する活動を積極的に展開
した｡ 当時は､ 協同学校による国際理解教育の推進は知的交流活動としての色彩が強く､ 必ずしも
開発途上国への教育協力を意識したものではなかった｡
わが国において､ 明確に教育の国際協力を意図して提案され､ 最初に導入された事業は､ 国費外
国人留学生招致制度であった｡ これは､ 1954 (昭和29) 年に開始された｡ 文部省の 学制九十年史
は､ 当時の様子を次のように記述している｡ ｢平和条約の発効後､ 欧米諸国からわが国に留学を希
望する者が多くなった｡ 一方､ このころから､ 東南アジア・中近東諸国への経済協力､ 技術協力に
対する国民の関心がとみに高まり､ その一環として､ この地域から留学生を招致することの緊要性
が識者の間に強く叫ばれるに至った｣ (文部省

昭和39年

p.567)｡ 日本ユネスコ国内委員会は､

1953年に２回にわたって､ 外国人留学生 (技術留学生､ 技術実習生を含む) の受入れ体制の強化､
奨学資金の提供を関係大臣に対して建議していた (国立教育研究所

1971年

p.15)｡ おそらく､

こうした留学生受入れ体制の整備を主張した関係者の中には､ 戦前期における中国 (清朝) や戦中
期のアジア地域からの外国人留学生 (南方特別留学生) の受入れの経験､ 侵略や植民地支配のため
の ｢文化工作｣ ｢文化宣伝｣ (石附

1989年

p.63) としての色彩が濃かったわが国の留学生政策の

反省に立ちながら､ 新しい留学生制度を構築しようとする意志があったと推測される｡
1954年､ ｢国費外国人留学生実施要項｣ が作成され､ その制度が開始された｡ 招致する留学生は､
外国の大学を卒業してからわが国の大学､ 大学院等において研究を行う ｢研究留学生｣ と､ 高校卒
業後わが国の大学学部に留学する ｢学部留学生｣ の二種類とされた｡ 研究留学生は､ 一部は､ 欧米
諸国からも招致されるが､ 学部留学生の場合､ その対象はアジア諸国のみに限定されていた｡ 1962
年､ 当時の文部省で､ 留学生関係の事務を所掌していた調査局国際文化課長であった佐藤薫は､ 国
費留学生招致プログラムの特色を次のように説明している｡ ｢わが国はアジアの一員であることの
自覚と責任感から､ 昭和27､ 28年から､ それぞれの要請に応じ､ 経済援助､ 技術援助をはじめるに
至った｡ この経済援助､ 技術援助の一環として､ あるいは経済援助にさきがける人づくりの一つの
協力方策として､ とりあげられたのが留学生招致である｡ ……この学部留学生招致制度は､ わが国
が､ 世界諸国にさきがけて実施した独自のものであるが､ その狙いとする所は､ 大学等の数が少な
いアジア諸国の､ 国づくりの指導者養成に協力しようとするところにある｣ (佐藤

昭和37年

p.

233)｡ 1954年､ 最初の留学生23人を受け入れたのを皮切りに､ 国費留学生は､ しだいにその数を増
していった｡ 1956年７月､ 文部省の中央教育審議会も
について

教育・学術・文化に関する国際交流の促進

を答申し､ こうした動きを促進することを提言した｡

1954年にはまた､ わが国の技術協力の歴史において重要な出発点となる事態が生じた｡ それは､
同年10月､ 日本の ｢コロンボ・プラン｣ への加盟が正式に承認されたことである｡ コロンボ・プラ
ンとは､ 1950年､ セイロンの首都コロンボで開催された英連邦の外相会議において発足したアジア
の旧英領植民地の経済開発を支援するための国際的技術援助プログラムであった｡ 後に､ 米国やそ
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の他の先進国も援助国としてこれに加盟し､ また援助対象国もアジア地域全体に拡大された｡ この
コロンボ・プランへの加盟は､ 戦後混乱期において､ 米国その他の国際機関からの救済・援助を受
けながら経済復興を遂げつつあったわが国が､ 一転して､ 国際社会において､ 援助国側の仲間入り
を認められたことを意味していた｡ 技術協関係者は､ その意義を次のように述べる｡ ｢このコロン
ボ・プランへの加盟により､ わが国の援助国としての地位が初めて国際的に名実ともに認められた
わけで､ これは国際的地位が低かった当時のわが国にとって画期的なことであった｣ (海外技術協
力事業団

昭和48年

p.7)｡

コロンボ・プランへの加盟により､ わが国は､ 被援助国と二国間協定を結び､ アジア地域から研
修員受入れと専門家派遣の事業を開始した｡ こうした技術協力事業を運営するために､ 社団法人
｢アジア協会｣ が設立され､ 同協会に政府から事業実施の委託がなされた｡ 1957年には､ わが国独
自で､ 中近東､ アフリカを対象とした ｢中近東アフリカ技術協力計画｣ が策定される｡ 1960年には､
ラテンアメリカを対象とした ｢中南米技術協力計画｣ が実施に移された｡ また､ この頃から､ 技術
協力は､ 研修生受入れ､ 専門家派遣に加えて､ 途上国の開発計画作成を支援する ｢開発調査事業｣､
相手国との共同で技術訓練のための施設を設置・運営する ｢海外技術訓練センター事業｣､ ｢機材供
与事業｣ へと活動を拡大していった｡ このような援助地域の拡大､ 事業の多様化をうけて､ しだい
に技術協力を総合的､ 効率的に実施する体制の一元化を求める声が高まり､ 1962 (昭和37) 年､ こ
れらの事業を統合する形で､ 特殊法人 ｢海外技術協力事業団｣ (OTCA) が設立されるにいたる｡
こうした二国間協定に基づく開発途上国への技術協力の中には､ 教育分野に関係するものが含ま
れていた｡ 研修生受入れを主要業種分野別で見ると､ 農水産関係が最多で､ これに続いて､ 軽工業､
行政､ 運輸､ 郵政などの分野が多い｡ しかし､ 昭和30年代までの実績を見ると､ 教育分野とされる
ものが軽工業や行政とほぼ肩を並べる程の順位で出現している｡ この教育分野の研修生の多くは､
｢日米合同計画｣ によるものとされている｡ これは､ 当時､ 米国がアジア諸国向けに行う援助事業
に対して日本が第三国研修として研修員受入れの便宜供与を行っていた事業である｡ 研修内容は不
明であるが､ おそらく英語教育ではないかと推測される｡ この日米合同計画は1964年をもって終了
し､ この後は､ 教育分野の研修員の数は少なくなり､ 研修員全体の２〜３％というレベルとなる
(海外技術協力事業団

昭和48年

pp.176-179)｡ また､ 専門家派遣の実績でみると､ 1957年以降､

毎年１〜５人が ｢教育分野｣ として分類されている｡ その業務内容は明らかではないが､ そのほと
んどが ｢日本語教育｣ の専門家であったと見なされる｡
1965年には､ 米国の ｢平和部隊｣ 活動に着想を得て､ ｢日本青年海外協力隊｣ が発足し､ 海外技
術協力事業団にその事務局が置かれる｡ この年､ 最初の隊員48名をアジアとアフリカの国に送り出
した｡ 協力隊は数年後にその規模を毎年100〜200人台にまで拡大していった｡ この協力隊の業種の
中にも､ 農業､ 水産業､ 建設､ 軽工業などと並んで､ ｢教育訓練分野｣ が含まれている｡ その内実
をみると､ その大多数は､ スポーツ隊員であり､ その他に日本語教育､ そして､ アフリカのタンザ
ニアでの数学教育と理科教育隊員が見られた (海外技術協力事業団

昭和48年

pp.152-153)｡

. カラチ・プランの発足と教育協力への意識の高まり
1950年代後半になると､ しだいにユネスコの組織的性格や活動に変化が生じはじめた｡ 第二次世
界大戦後に相次いで独立したアジアやアフリカの多くの国がユネスコに加盟するようになるからで
ある｡ 新興国として国民国家の樹立をめざすこれらの国は､ 国づくりの基礎として教育に強い期待
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を寄せていた｡ これらの国の指導者たちは､ ナショナリズム形成や国民統合の推進などの観点から
基礎的な初等教育の普及に意欲をもやした｡ 人的､ 技術的な資源を欠くこれらの国は､ 教育問題を
あつかう唯一の国際機関であるユネスコに支援を求めることになる｡ こうして､ 開発途上地域の教
育問題への取り組みがユネスコの最優先課題の一つとして浮上するようになる｡
国連が､ 1960年代を ｢国連開発の十年｣ と名付け､ 開発途上国の支援に本格的にり出したのに呼
応して､ ユネスコは､ アジア､ アフリカ､ アラブ諸国､ ラテンアメリカの各地域ごとに､ 地域教育
発展計画を構想し提唱した｡ アジアでも､ ユネスコの主導の下で､ 1960年１月に､ パキスタンのカ
ラチに日本を含むアジア17か国の政府代表が集まり､ この地域の教育問題を討議し､ 地域教育発展
計画を作成するための会議が開催された｡ ここで採択されたのが､ ｢アジア地域初等教育発展計画｣､
通称 ｢カラチ・プラン｣ と呼ばれるものである｡ それは､ 1980年までの20年間をかけて､ この地域
に､ 少なくとも七年間の普遍的な無償義務教育制度を確立することを目指すというものであった｡
当時のアジア諸国の教育発展状況から見れば､ きわめて野心的な長期教育発展計画であった
(UNESCO

1960)｡ 翌1961年､ ユネスコは､ こうした活動の連絡､ 調整を行うために､ タイのバ

ンコクにユネスコ・アジア地域事務所を開設した｡
日本は､ 当時すでに九年間の義務教育を完成させており､ カラチ・プランの対象国ではなかった｡
ユネスコやアジア各国は､ わが国に対してカラチ・プランの遂行への協力と支援を要請した｡ 前述
のように､ ユネスコ活動を高く評価し､ その政策にきわめて忠実であった当時の政府､ 文部省は､
この要請に真剣に対応する姿勢をみせた｡ 文部省は､ ただちに､ 二つの行動を開始した｡ 一つは､
東南アジア､ 中近東地域各国の教育事情を調査する調査団の派遣であり､ もう一つは､ 予定されて
いた第一回の ｢アジア地域ユネスコ加盟国文部大臣会議｣ を東京に招致することであった｡
教育事情調査団は､ 1960 (昭和35) 年11月から翌61年４月にかけて､ 四班に分かれて東南アジア､
中近東に派遣された｡ 各班は､ 学者､ 文部省職員 (課長クラス) など５〜６人で構成され､ 35〜40
日間の日程で各班が四か国ほどの調査にあたった｡ 調査団の目的は､ それぞれの国の一般事情､
教育事情､ 諸外国との経済協力および教育協力の実情について､ その実態に応じて､ 当該国に対
してわが国としてどのような教育協力をすべきか､ を調査報告するとされた｡ 開発途上国の教育事
情を調査し､ さらにわが国の教育協力の可能性をさぐるという趣旨の調査団の派遣は､ 文部省とし
てもおそらくこれが初めてのことであった｡ 1961年４月に東南アジア調査団第一班 (カンボジア､
マラヤ､ インドネシア､ タイ) の報告書が提出された｡
ここには､ わが国で最初のものといえる国際教育協力論が披瀝されている｡ いくつかの印象的な
フレーズを紹介しよう｡ ｢私たちは､ 今回の旅行で､ 現代文明の恩恵を殆ど受けず､ しかも､ それ
を不幸とも思っていないのではないかと思われる数多くの民衆に接してきたのであるが､ その際､
私たちの胸にこたえたことは､ 日本民族は真に幸福な民族であるということと同時に､ 同じくアジ
アの民族でありながらこの不幸を不幸とも思っていないのではないかと思われる人たちに､ 真の幸
福というもの味わせてあげ､ そして､ ともどもに人類文化の向上につとめたいということであった｡
このような気持ちと態度が､ 教育協力のバックボーンになってこそ､ はじめて教育協力は大なる実
を結ぶのではなかろうか｣､ ｢施策は､ それぞれの民族の魂をつかむものでなければならないと思う｡
東南アジア地域諸国家に対して､ 自由・共産両陣営は､ ともに経済協力､ 教育協力面で莫大な財力
をつぎ込んでいるのであるが､ それにも拘らず､ 若干の例外を除いては､ それらは､ 必ずしも当該
民族の心をつかんでいるとは思われなかった｡ 従って､ わが国の経済協力なり教育協力なりを真に
成功させるためには､ あくまで誠実に､ そして相手国の立場とプライドを十分に尊重し､ 若しくは
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それを傷つけることのないように努めなければならないと思う｡ かくてこそ両民族の魂の琴線が触
れ合う協力が可能なのではなかろうか｣ (教育事情調査団報告書

昭和36年

pp.1-3)｡ やがてわが

国の国際教育協力論のきわだった特色の一つとなる､ 素朴なまでの理想主義的な態度､ もう一方で
の相手国に対する謙虚な姿勢が､ その草創期においてすでに姿を現していることが注目される｡
さらに､ 方策を推進するためには､ まず国内体制を整備することが先決条件であるとして､ 次の
ような点を指摘する｡ ①対外教育協力審議会の設置､ ②低開発国関係教育資料室の設置､ ③短期視
察者招致体制の整備､ ④国費留学生の受入れ体制の整備､ ⑤インドネシア賠償留学生等の教育補導
体制の整備､ ⑥私費留学生教育補導体制の整備､ ⑦留学生世話団体の強化､ 育成､ ⑧学者・技術者
等招致体制の整備､ ⑨学者・技術者等現地派遣体制の整備､ ⑩中級技能者研修方式の検討､ ⑪教材
教具提供方式の検討､ ⑫学術文献資料提供方式の検討､ ⑬対外教育協力関係文部省機構の整備｡ 特
に､ ③④⑩⑪に関しては先方の要望が強いとする｡ また､ 関連する国外体制の整備として､ ①文化
アタッシェの設置､ ②日本文化センターの設置､ ③日本語学校の整備､ ④日本人学校の整備をあげ
る｡ 後に議論されることになる政策メニューのアイディアもすでにここにほとんど出揃っている｡
文部大臣会議は､ 1962 (昭和37) 年４月２日から11日まで､ 東京 (上野､ 文化会館) において､
アジア18か国から文部大臣および経済企画担当大臣が参加して開催された｡ この会議の目的は､ 
カラチ・プランの各国での進展状況のチェック､ 当面の事業計画案の検討､ そのための外部援
助の状況とその調整の討議､ さらに､ 初等教育の拡充普及計画としてスタートしたカラチ・プラ
ンを総合的教育計画および社会・経済発達のための総合的国内計画というより包括的な枠組みとの
関連の中で再検討することにあるとされた｡ 最後の項目は､ この頃から経済成長における教育の役
割の重要性が認識されるようになり､ いわゆる教育計画論､ 教育投資論が台頭してきたことに関連
している｡ この会議が､ 最終的には､ ユネスコと ECAFE (国連アジア極東経済委員会) の共同開
催となり､ 文部大臣のみでなく経済企画担当閣僚が参加したのもこうした理由による｡ 日本からは､
荒木文相以下､ 内藤事務次官､ 経済企画庁の大来佐武郎ら８人の代表団が参加した｡
当時､ 文部省調査局長として､ この文部大臣会議を実質的に切り回した天城勲は､ 会議の報告に
関連してアジアの教育発展に対する日本の立場と役割に関して､ 当時次のような発言をおこなって
いる｡ ｢その種教育に関する国際会議が日本で開催されたのは､ 戦前戦後を通じてもちろん初めて
のことであり､ 今後のアジアの教育発展とわが国の使命を考えあわせるとき､ その意義はきわめて
大きく深いものがあると考えられる｣､ ｢会議においては､ しばしば日本の事情が討議の資とされ､
日本の代表も進んで今日までの教育発展の経験と成果を述べて協力した｡ アジア各国にとってこの
カラチ計画の発展は容易ならざる難事業である｡ たとえ外部援助をえて発展の速度を早めることが
できても､ およそ一国の教育発展はその国家と国民の教育への熱意と努力なしにはとうてい実現す
ることはできない｡ ・・・今日の日本の教育発展と､ それをささえている諸条件はたしかに他のア
ジア諸国に比して恵まれている｡ 経験､ 知識､ 技術はもとより､ 物的にも財政的にも援助を期待さ
れる立場にあるといえよう｡ ただこの場合､ 援助を求める側においてはたんなる要求であってはな
らず､ 援助を提供する日本の態度もじゅうぶん先方の事情と意向をくんで謙虚なものでなければな
らない｡ 戦後の教育再建にわれわれは貴重な経験を得ている｡ 一国の教育は根本的には国民精神の
基底に連なる国民自身のものである｡ このことをじゅうぶん自覚した上で､ われわれは可能なかぎ
り､ 援助の努力をいたすべきものと考える｣ (天城

昭和37年

ｐ.30)｡

当時､ 先進諸国に追いつくことを最大の目標にして､ もっぱら欧米の教育動向に関心を集中させ
てきたわが国は､ カラチ・プランへの関与により､ おそらくはじめてアジア諸国の教育に目を向け､
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その問題の深刻さを認識したのではないだろうか｡ 同時に､ アジアにおいて唯一例外的ともいえる
発展をみせていたわが国の教育の発展を振り返り､ 明治維新以来の教育政策の歩みを肯定的に再認
識する契機となったのではないか｡ このことは､ わが国の文教関係者にある種の自覚と､ 教育協力
にたいする素朴な使命感を生み出すことになったと考えられる｡ 同じ1962年11月には､ 文部省は､
前例のない型破りの白書

日本の成長と教育

を発表し､ わが国における経済成長と教育との関連

を歴史的な視点から解明しようとする試みを行った｡ 英語版の作成もあり､ この白書は国内外でも
大きな反響を生み出すものとなった｡ 1962年の文部省の

学制九十年史

には､ すでにわが国の国

際教育協力への関与に対する気運の盛り上がりを示す次のような積極的な記述が見られている｡
｢明治以来のわが国における急速な教育の普及・発展と､ 社会経済の著しい発達､ 成長という事実
は､ これらの諸国 (アジア) にとって貴重な参考となるものであり､ わが国の歴史的経験と近代的
知識・技術を生かしていかにこれらの諸国の教育の発展に協力していくかは､ 現在わが国教育界に
課された最も大きな課題の一つであるといえよう｣ (文部省
1964年３月､ 文部省の総合広報誌

文部時報

昭和39年

p.556)

のある記事は､ 文部省の遂行している国際教育協

力活動を次のように報告している｡ ｢新しい国つくりに懸命の努力を続けつつあるアジア諸国への
各般の協力は､ 二十世紀の世界的使命であり､ とくにわが国がアジアの一員であることにかんがみ､
国つくりの基本たる人つくりには､ 文部省としても､ 従来できるだけの協力をしてきた｡ 昭和39年
度においても､ コロンボ計画､ 中近東・アフリカ技術援助計画､ 北東アジア技術援助計画､ 日米合
同第三国技術援助計画に関し､ 大学教授等の現地への派遣､ 研修生､ 視察団の受入れ等で､ 文部省
が協力することはもちろんであるが､ 昭和38年の教育テレビ技術者集団研修に引きつづき､ 外務省､
郵政省､ 海外技術協力事業団､ 日本放送協会､ 文部省等の共催で､ 東京で実施する教育ラジオ技能
者集団研修は､ 各国より多大の期待をもって迎えられている｡ なお､ 文部省としては､ 本年度から
人つくりへの協力施策の基本ともいうべき､ アジア地域からの留学生の招致に､ 従前に倍した努力
を傾けることになった｣ (佐藤

昭和39年

pp.77-78)｡ 文部省は､ この年から国費留学生招致の人

数を年間100人から200人へと倍増するとともに､ 新たに調査局内に留学生課を設置した｡ それにし
ても､ すでに1964年の段階で､ 文部省関係者の間でも ｢国つくり｣ ｢人つくり｣ といった当時とし
ては目新しい用語が使用されていることは興味深いものがある｡

. 新しい教育協力事業の開始と国際教育協力論議の高揚
1965 (昭和40) 年11月に､ タイのバンコクで第二回の文部大臣会議が開催された｡ わが国は中村
文相を首席とする10人の代表団を送り込んだ｡ この会議で､ 日本代表団は､ アジア諸国に対する協
力と支援を積極的に表明した｡ 事務方の代表をつとめた調査局審議官の西田亀久夫によれば､ この
会議においても､ ｢アジアにおいて､ 独力で近代化をなしとげ､ 世界的水準までの教育発展を成就
した日本の存在は､ アジア各国に自信と目標を与えてきたことは間違いないと思われる……日本の
業績への評価は､ 当然日本への期待につながっている｡ アジアの国から日本の経験にもとづく協力
と援助を期待する声は､ 今後ますます高まるであろう｣ という日本側関係者の見解は変わらなかっ
たという｡ しかしもう一方で､ 日本モデル論を暗黙の前提としたような､ 経験の提示だけでは効果
に限界のあることもしだいに認識されるようになった｡ すなわち､ ｢アジアの教育問題を考えるわ
れわれの立場は､ 日本の歴史的体験との対比において､ 政策上適切な助言を提供することであると
考えてきた｡ また､ それ以上にわれわれが自信をもってなしうる貢献もあるまいと思われた｡ とこ
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ろが､ この会議でますます明らかにされたアジア各国の複雑な諸条件を深く考えれば考えるほど､
単純な歴史的経験だけではどうにも答えられない問題が多いことに気がついた｣ (西田

昭和40年

pp.52-53) という｡ 政策アドバイスという知的な貢献を主体に教育協力を構想していたわが国にも､
途上国の実情に即したより具体的､ 実践的な協力が求められることが認識されたのである｡
バンコク会議に前後して､ 教育協力活動に､ 五つの新しいメニューが追加された｡ すなわち､ 
理科教育協力事業､ 教育指導者招致事業､ 日本研究講座の寄贈､ ユネスコ国際大学院コース
の開設､ アジア地域教育研究調査事業計画の開始､ である｡ 前者三つは､ 二国間協力事業であり､
後者二つは､ ユネスコを通じた多国間協力事業であった｡
第一の理科教育事業は､ アジア諸国の理科教育振興のために､ わが国から理科教育 (物理､ 化学)
専門家者を派遣するもので､ 1966年度から､ アジア､ アフリカ諸国から毎年５か国を選び､ それぞ
れに一名を半年間派遣する形で開始された｡ 彼らは､ 各国の中等学校の理科教員､ 理科教員を養成
している高等教育機関等に対して指導と助言を行った｡ また､ その指導に必要な器具､ 機材の供与
(各国300万円程度) を行った｡ 経費は文部省が負担するが､ 指導者の派遣､ 機材の調達・発送等の
業務は､ 海外技術協力事業団に委託された｡ 1968年度からは､ 農業教育専門家も追加された｡
第二は､ アジア､ アフリカ地域から､ 教育政策立案の指導的立場にある人々を招致して､ 日本の
教育の現状を実地に観察し､ 調査する機会を提供しようとする事業である｡ この事業も1966年度か
ら､ とりあえず五か国から､ 一人ずつを一月間招致することで開始された｡
第三は､ アジアの主要な大学に､ わが国から日本語研究講座を寄贈し､ わが国から教授および講
師数人を派遣して､ 日本語教育､ わが国の文化､ 経済､ 社会等に関する研究と教育を行う事業であ
る｡ 外務省が予算を計上し､ 派遣者の選考と推薦を文部省が行う形であった｡ 1965年のタイのタマ
サート大学を皮切りに､ 1971年までに七つの大学に講座が寄贈された｡ ただし､ この事業は､ 派遣
される講座担当者の人材不足､ 選考難などにより､ かなりの混乱に直面したことも否定できない｡
第四は､ 開発途上国が必要としている高水準の技術者の養成研修を支援するために､ わが国がユ
ネスコに協力して開始した事業であり､ 1965年以降､ 東京工業大学に化学・化学工学の大学院コー
スを開設した｡ 開発途上国から若手研究者 (毎年14人) を受け入れ､ 英語により授業を行ない､ 一
年間の高度の学問的研修を提供するものである｡
第五は､ アジア地域における教育研究活動の強化､ 地域の教育研究機関間でのネットワーク作り
をめざしていたユネスコの依頼を受けて､ 1967年度から国立教育研究所において開始された事業で
ある｡ この事業計画に基づき､ 以後毎年､ 国立教育研究所において､ アジア諸国からの参加者を集
めて､ 教育研究調査専門家会議､ 学校カリキュラムに関する教育研究調査ワークショップ､ 理科・
数学教育等に関するセミナーやワークショップが定期開催されることになる｡ ちなみに､ 国立教育
研究所には､ この時期､ 主としてアジア地域への教育協力を研究面から支援することを想定して､
教育計画研究室 (1965年)､ アジア教育研究室 (1966年)､ アジア地域教育研修室 (1967年) が相次
いで設置されている (国立教育研究所

1999年 p.113)注｡

このような事業の開始とともに､ 1960年代後半から70年にかけて文部省関係者の間でも､ わが国
の国際教育協力への関心とその在り方をめぐる論議が急速な高まりをみた｡ この時期の 文部時報
を見ると､ 国際教育協力に関連する論稿や座談会が集中的といっていいくらい頻繁に掲載されてい
る｡ 主なものをひろい出してみる｡ 年次は年号表記とする｡
・ベン・デューク (国際基督教大学助教授) ｢アジアの教育における日本の役割｣ 昭和39年７月
・〈座談会〉 ｢日本の海外技術協力と教育｣ 昭和40年７月
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・西田亀久夫 (調査局審議官) ｢バンコック会議と日本の立場｣ 昭和41年２月
・三角哲生 (調査局国際文化課長) ｢教育学術文化の国際交流の推進｣ 昭和41年３月
・西田亀久夫 (大臣官房審議官) ｢教育・学術の国際交流の問題点｣ 昭和41年５月
・〈座談会〉 ｢教育・学術・文化の国際交流の現状と問題点｣ 昭和42年６月
・本岡

武 (京都大学教授) ｢発展途上国にたいする教育協力と日本の役割｣ 昭和42年６月

・｢海外に派遣された教師の体験談｣ 昭和43年12月
・笹岡太一 (ユネスコ国内委員会事務局教育課長) ｢わが国の海外教育協力事業｣ 昭和43年12月
・大臣官房調査課 ｢欧米諸国の海外教育協力の概要｣ 昭和43年12月
・〈座談会〉 ｢アジアの教育発展と日本｣ 昭和44年９月
・新井郁夫 (国立教育研究所) ｢アジア地域教育の現状と問題点｣ 昭和44年９月
・吉川孔敏 (大学学術局留学生課長) ｢日本の二国間教育協力の現状｣ 昭和44年９月
・本岡
・林

武 (京都大学教授) ｢経済社会の発展と国際協力

教育の国際協力｣ 昭和44年９月

伝一郎 (初中教育局教科調査官) ｢開発途上国に対する教育援助について｣ 昭和45年６月

・伊藤良二 (前ユネスコ国内委員会事務総長) ｢教育における国際協力｣ 昭和47年１月
・〈座談会〉 ｢アジアの教育協力｣ 昭和47年１月
これらの論稿は､ 差し迫った近未来の課題として､ わが国の国際 (特にアジア諸国向け) 教育協
力に関連して､ その本質論､ 特色､ 配慮すべき点､ 優先的対象分野､ 技術的・資金的課題､ 援助人
材の不足や待遇の問題などさまざまな角度から手探りで検討しており､ きわめて興味深いものであ
る｡ これら初期の教育協力論議の中から特に印象の深い言葉をいくつか引用しよう｡
｢効果的に実施された教育協力は､ 国際的な協力事業の中でもっとも永続的な友好関係を作
るのに役立つであろう｡ どのような恩恵的援助も､ それに対する感謝の気持と同程度の自尊心
の痛みを引き起こすものである｡ そして､ そのような恩恵から脱却を希求するあまり､ 恩恵を
与える者への倒錯した恨みと自己軽侮を招来する例も少なくない｡ ところが､ 教育協力の仕事
は､ 究極においては､ 与えるのではなく相手の中にある力を引きだすことである｡ いかなる援
助も必要でなくなるように援助することである｡ そこには､ 師表への尊敬と信頼はあっても､
自尊と独立への傷は生じない｡ もっとも純粋な人間の性情を通じてのつながりがある｣､ ｢教育
協力のもう一つの効果は､ その幾何級数的拡大力によって､ 多くの国民の中に進歩への強い指
向性を生み出し､ 自力繁栄の活力を刺激することである｡ このことは､ 他のすべての援助
経済・技術・医療・食糧に関する援助が､ その永続的な効果を収めるため基礎条件である｡ い
かなる環境的条件の改善も､ それに相応する主体的条件の改善なしにはその効果を生じない｡
教育協力はその後者に関する努力なのである｡｣ (西田

昭和41年

p.47)｡

｢今後､ わが国は発展途上国､ とくに東南アジア諸国への教育協力に全面的にとりかかるべ
きではなかろうか｡ その場合､ 教育の現場にとりくむことがなにより重要である｡ もちろんそ
れはけっして容易ではない｡ とくにわが国にそれだけの熱意のある教育者､ また､ とうぜんに
現地語をあやつれることが必要であるが､ それだけの能力をそなえうる教育者をえられるか問
題である｣､ ｢技術協力の場合､ 相手国の要請をまって援助するという受動的態度では､ なかな
かうまくゆかない｡ ……相手国の実態をよく研究し､

要請を要請する

との積極的態度にで

なければならない｡ したがって､ 現在､ わが国にとってなによりも必要なのは､ 発展途上国の
教育の実態とその問題を正しく究明することにある｡ しかし､ 残念ながら､ こういった調査研
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究がひじょうにおくれており､ そのため教育協力に積極的大規模にのりだしえないとの事実を
じゅうぶんに反省しなければならない｣ (本岡
｢ 発展途上国への教育協力

昭和42年

p.47)｡

の機が十分に熟している現段階に思いをいたし､ 以下､ 経験

に基づいた私見を列挙し識者の参考に供したい｡ ……第二に､ 発展途上国のよきパートナーと
しての立場から､ その自立のための教育発展計画に協力するのである､ という基本姿勢が堅持
されなければならない｡ かつての､ 父権的な､ 恩恵的な､ 植民地的援助の発想は払拭されるべ
きであって､ 正しい意味での国際協力とはいえない｡ 第三に､ 教育の協力は､ 協力をうける国
の綜合的な長期国家発展計画の内に組入れられた教育計画への協力・援助でなければならない｡
第四に､ 協力すべき教育のプロジェクトとは､ 開発と発展に役立つものであると同時に､ 実現
可能なプロジェクトでなければならない｡ 第五に､ とりあげるべき協力プロジェクトは､ 原則
として協力する側がもっとも得意とする部門であることが肝要である (①教育の方法と技術､
とくに教育工学､ ②理科教育､ ③職業訓練をふくめた技術教育､ ④出版技術)｡ 第六に､ 協力
が終了したある段階において､

プロジェクトの実施を評価する

仕事が非常に重要である｡

最後に､ 経済交流と結びついた教育の協力・援助が考えられる｡ しかしながら､ 資本投下と教
育協力との結びつきは､ とかく協力する側の強い発言力を招来し､ ややもすると､ 発展途上国
のナショナリズムの反発を招き易いケースでもあるので､ 将来の基本的な方向としては､ 世界
の趨勢にそって､ 人類共同社会への橋渡しの役割を演ずる国際機関を通じた協力へ強く傾斜す
ることが望ましい｣ (伊藤

昭和47年 pp.6-8)｡

今日の視点から見てもすぐれた見識が披瀝されており､ 当時の関係者の意欲と志の高さが感じら
れる言葉である｡ こうした論議の高まりは､ やがて､ 1971 (昭和46) 年７月､ 文部省内に事務次官
裁定により ｢アジア教育協力研究協議会｣ が設置されることで一つの頂点を迎えることになる｡

. ｢対外経済協力審議会｣ における教育協力論
アジア教育協力研究協議会は､ 機構上は文部事務次官の私的諮問機関として位置づけられたが､
後に見るように､ その委員構成､ 活動目的､ 審議対象は､ 文部省所管の教育協力事業だけを対象と
するものではなく､ わが国の国際教育協力全体を視野に入れて審議を行う画期的なものであった｡
というのも､ その設置の直接的な契機は､ 政府全体による､ わが国の対外経済協力政策全体の見直
し､ 援助形態多様化の推進の動きと密接に連動していたからである｡ まず､ その動きを見よう｡
わが国の経済協力政策は一つの転換点を迎えていた｡ コロンボ・プランへの加盟により技術協力
が開始されたが､ ほぼ同時に､ 戦後処理として東南アジア諸国との賠償・経済協力協定が調印され
た｡ 1954年のビルマを皮切りに､ フィリピン､ インドネシア､ ベトナムと協定が締結され､ 対日賠
償請求権を放棄したカンボジア､ ラオスのほか､ タイ､ マレーシア､ 韓国等に対しては､ 無償援助
等が開始された｡ 外務省の ｢ODA50年の成果と歩み｣ によれば､ こうした賠償・経済協力は､ ｢ア
ジア諸国の発展及び社会福祉の増進の支援を目的としたものでした｡ しかし同時に､ 調達される物
資､ 役務の対象を日本製品に限定した資金をアジア諸国に供与することにより､ 日本の産業にとっ
ての市場確保を後押しするとの効果がありました｣ (外務省

2004年

p.33) という｡ 1958年には､

インドに対してわが国最初の円借款供与が行われ､ これにより本格的な経済協力が開始された｡
｢これは､ 日本が譲許的な条件での資金協力を開始したという意味で画期的な意義を持つものでし
た｡ 当時､ 日本の経済にとって輸出振興は最重要課題でしたが､ タイドの有償資金の供与は日本の
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輸出促進という効果もあり､ 1960年代を通じて積極的に供与されることになりました｣ という｡
1960年には､ 援助供与国側の調整組織である ｢開発援助グループ｣ (DAG) に加盟が認められ､
DAG が OECD の ｢開発援助委員会｣ (DAC) に改組されるとその加盟国となった｡ 1961年には､
円借款の実施機関として海外経済協力基金 (OECF) も発足する｡
日本の経済は戦後復興の段階を脱し高度成長期をむかえていた｡ 東南アジア諸国への日本の経済
進出は目覚ましいものがあり､ 大きな貿易黒字を計上するようになった｡ 政府の国際援助関係の予
算も急速に拡大した｡ しかしながら､ わが国の経済進出に席巻されつつあった東南アジア諸国は､
輸出振興と結びついたヒモつき円借款を主体とするわが国の経済協力の在り方に対して､ 苛立ちと
不満を募らせていた｡ 反日感情を潜在させた ｢エコノミック・アニマル｣ という呼称が日本人の代
名詞となり､ 国際的にも広まりつつあった｡ ある論者は､ 当時の日本の経済援助を次のように評し
ていた｡ ｢これまでの協力の仕方には大きな問題があった｡ それは何かというと､ 経済援助によっ
て日本が一方的にもうけたという印象を発展途上国に与えたということであり､ 事実､ これまでの
日本のやり方は､ そう思われても仕方のないものであった｣ (衛藤

昭和48年

p.6)｡ 一般無償資

金協力は1969年にはじまったばかりであり､ また技術協力の伸びも限られたものであった｡ 1969年､
DAC は対日年次審査において､ 円借款のアンタイド化の勧告を行っている｡ 日本の経済協力は国
内外からその見直しを迫られていたのである｡
政府は､ 1969年10月､ 新しい経済協力の在り方を審議する諮問機関として ｢対外経済協力審議会｣
を設置した｡ 1970年７月､ 同審議会は､ 政府に対して技術協力の拡充をもとめる中間報告を提出し
た｡ ここで注目されることは､ 技術協力の新しい分野として､ 特に､ 医療援助などと並んで ｢学術､
文化､ 教育援助の拡大｣ に言及していたことである｡ 審議会は､ さらに審議を進め､ 1971年７月､
開発途上国に対する技術協力の拡充強化のための施策について

を政府に報告した｡ その要点､

とりわけ教育協力に関連する部分を紹介しよう｡
対外開発協力の中での技術協力の位置について次のように述べる｡ ｢1970年代を迎えて､ 国際的
には､

政府開発援助

を強化する方向にあり､ なかでも､ 多国間援助の拡充の方向へ､ ひも付き

資金援助の廃止の方向へと進んでいる｡ わが国としても､

政府開発援助

を強化していくととも

に､ 協力の効果を高めるため､ 技術協力をこれからのわが国の対外開発協力の重要な柱とし､ 資金
協力､ 特に無償の資金供与､ 超フソト・ローン供与と一体化した経済協力を推進する等､ 新しい対
外開発協力の構想が必要である｡ ……わが国の協力が､ 過去において､ ともすれば､ 輸出振興に結
びついているかのごとく評価されてきたが､ 今後､ 教育､ 文化､ 医療等の面における協力を一層積
極的に行うことによって､ わが国の対外開発協力の内容を豊かにして行かなければならない｣ (pp.
2-3)｡
技術協力報告書では､ ｢教育､ 学術研究､ 文化の協力について｣ に一章をあて､ 教育協力につい
ても紙数をさき､ かなり踏み込んだ見解の表明と政策提言を行っている｡ ｢教育協力の分野におい
ては､ 直接開発につながるマンパワー養成のための協力も重要であるが､ このほか､ 一国の自立発
展の基盤を培い､ 社会､ 文化水準の向上を促すための相手国の要請に応じた一般的国民教育への協
力､ 文盲をなくすための普通教育､ 成人教育の普及､ マスコミを通じての大衆の知識への関心と水
準の向上等に対する広範な協力の分野があることが忘れられてはならない｡ ただし､ 開発途上国の
教育主権とナショナリズムにかかわる問題でもあるので､ 特に､ 一般的国民教育への協力について
は､ 能う限り慎重に行うべきことはいうまでもない｡ なお､ 経済協力プロジェクトと緊密に連携し
て､ システムとして総合的に実施することがその成果を高めることになると考えられる｡ ……また､
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教育協力においても､ 二国間方式と国際機関を通ずる多国間方式とがあるが､ それぞれの長所を考
慮しつつ､ なるべく重複をさけ､ 両者の協力を適時適切に組み合わせて行う必要がある｣ (対外経
済協力審議会

昭和46年

pp.50-51)｡ [注 文盲という用語は最近あまり使用されなくなっている]

続いて､ 教育協力分野での具体的提言として次のようなものを列記する｡ 項目のみを示そう｡
 留学生の受入れによる教育協力の強化 ①留学需要に対応した教育協力､ ②受入体制の整備､
③学位の授与について､ ④帰国留学生に対するアフター・ケアー


開発途上国現地における教育協力の拡充
①

開発途上国の物理､ 化学､ 農業等の中等教育の教員研修を行っているが､ 生物､ 工業等協
力分野の拡大､ 派遣期間の延長､ 増員等を考える必要がある｡

② 開発途上国の教育計画に即応し､ 施設､ 設備､ 専門家等をパッケージした教育研修センター
を設置して協力することがきわめて効果的と考えられる｡
③

専門家の派遣のみでなく､ 相手国側において協力し､ 共に指導している人材を養成しなけ
れば協力が真に相手国に定着し､ 結実しないであろう｡ このような協力者の養成を促進する
ため､ これらの人材の養成教育の機関に対する協力を継続的に行うことが必要である｡

④

指導的人材の育成に資するため､ 現地の大学生に対し奨学金の供与等を行ない､ その中か
らわが国に招致する大学院生を選ぶようにすることも有効なものと考えられる｡ なお､ 開発
途上国の教育指導者､ 教育者の招致等を一段と積極的に進めるべきである｡

⑤

現地における一般的国民教育の振興に対する協力を推進するため現地語教科書等の教材の
開発と提供 (印刷等への協力等を含む)､ 学校施設､ 設備の提供等を進める等の施策を図る
べきである｡



日本語､ 現地語等の教育の振興

教育協力論を見るかぎり､ 文部省関係者からの意見聴取があったことが推測される｡ 理科教育協
力や現地教育指導者の招致など文部省が導入済の施策に言及がなされ､ その一層の拡充を提言して
いるだけでなく､ やがて文部省関係者から提起されることになる教育研修センターの構想や教科書
等の開発と提供 (印刷等への協力) がすでに言及されているからである｡

. ｢アジア教育協力研究協議会｣ の設置とその活動
対外経済協力審議会の技術協力報告がなされたのと同じ月の７月12日､ 文部省内に正式に ｢アジ
ア教育協力研究協議会｣ 設置された｡ 協議会の委員として以下のような19人が任命された｡
市村真一 (京都大学東南アジア研究センター所長)､ 岩村

忍 (元京都大学東南アジア研究セ

ンター所長)､ 牛尾治朗 (ウシオ電機社長)､ 衛藤瀋吉 (東大教授)､ 岡

正雄 (東京外語大学

アジア・アフリカ言語文化研究所長)､ 岡津守彦 (東大教授)､ 小川芳男 (日本国際教育協会理
事長)､ 小倉武一 (アジア経済研究所長)､ 加川隆明 (外務省情報文化局文化事業部長)､ 木村
宗男 (早稲田大学教授)､ 黒田音四郎 (国際学友会理事長)､ 沢木正男 (外務省経済協力局長)､
田付景一 (海外技術協力事業団理事長)､ 堤

清二 (西武百貨店社長)､ 西川五郎 (東京教育大

学教授)､ 平塚益徳 (国立教育研究所所長)､ 藤井丙午 (新日本製鉄副社長)､ 藤瀬五郎 (日本
放送協会顧問)､ 前田陽一 (東大教授)
委員の陣容をみると､ 文部省・大学関係者の他に､ 外務省 (局長級二人､ 海外技術協力事業団)､
通産省 (アジア経済研究所)､ 民間企業経営者､ マスコミなどさまざまな分野を代表する委員から
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構成されている｡ また､ 協議会には､ タスク・フォース的な機能を果たす幹事会が置かれ､ 次のよ
うな関係職員がそれを構成した｡ 文化庁の国際文化課が事務局としてその庶務を担当した｡
総理府対外経済協力担当参事官､ 外務省アジア局地域政策課長､ 経済協力局技術協力課長､ 同
技術協力企画調整室長､ 情報文化局文化事業部文化第一課長､ 同文化第二課長､ 文部省大臣官
房審議官 (奥田真丈)､ 同調査課長 (森

和夫)､ 大学学術局留学生課長 (植木

浩)､ 同国際

学術課長 (七田基弘)､ 日本ユネスコ国内委員会事務局総務課長 (笹岡太一)､ 同教育課長 (曾
田規知正)､ 文化庁次長 (安達健二)､ 同長官官房国際文化課長 (沢田

徹)､ 海外技術協力事

業団海外事業部長､ アジア経済研究所経済成長調査部長
幹事会にも､ 各省の課長以上の実務者が顔をそろえている｡ こうした陣容をみるかぎり､ この協
議会は､ 文部省の主導で設置されたものであるが､ その内実は､ 関係諸官庁を巻き込んだ日本国全
体､ まさにオール・ジャパン体制で今後のアジア諸国への教育協力の在り方を協議しようとする意
欲的なものであり､ 審議機関としての実質的地位もかなり高いものであったことが明らかである｡
ちなみに､ 当時の事務次官は村山松雄であったが､ 同次官は一月前に就任したばかりであり､ おそ
らく委員の選定・委嘱等は､ 前任者の天城勲によって準備されたものと推測される｡ 第一回会合は､
８月17日に開催され､ 平塚益徳・国立教育研究所所長を協議会の議長に選出した｡ ここで､ 昭和46
年度中にアジア諸国に教育協力調査団を派遣すること､ それらの成果も参照しながら､ 日本として
の立場から開発途上国に対する教育協力のあり方を検討することが確認された｡
ところで､ 協議会の第一回の会合が開かれる前日の８月16日､ 外務省は､ 独自に経済協力局から
｢わが国教育協力の進め方について｣ と題する文書を発表した｡ ここには､ 機先を制して教育協力
に関する外務省の立場を明確にし､ 協議会での論議の主導権を握ろうとする意図があったことは明
白である (Kamibeppu

2002

p.61)｡ 主にわが国外交政策上の得失の観点､ 所管する海外技術協

力事業団を通じた技術協力の脈絡の中での教育協力を強く意識したものであり､ 協議会での論議に
もかなりのインパクトを与えたものと思われる｡ この文書は､

派遣の手引き

の中に収録されて

いる｡
まず外務省の推進してきた経済協力と教育協力との関係を次のように述べる｡ ｢これまでわが国
の経済協力は､ わが国自身の輸出市場の拡大あるいは海外資源の確保といった経済的要因を主たる
推進力として進められて来ており､ 開発途上国自体の開発に対する協力という観点から見る場合に
も､ 個々のプロジェクトの経済効率に注目して協力を行うことが多かった｡ そのため､ 経済外的要
因を含んだ教育協力プロジェクトは､ わが国の援助対象としてとり上げられることが少なかった｣｡
｢今後わが国としては､ これまでわが国の経済協力の供与に当って余りも経済的観点が優先してい
たことが一部東南アジア諸国における対日批判を招いたとの反省もあり､ 経済外的要因を十分考慮
に入れた援助を増大すべき時期に来ていると考えられる｡ かかる観点に立てば､ わが国の明治以来
の経験に立脚しつつ､ 開発途上国の国づくりの基盤を築く事業に協力する教育協力は最も優先的に
とり上げるべき分野であると思われる｣｡ ここには､ アジアで高まりつつあった対日批判､ 反日感
情を強く意識して､ こうした批判に対する緩衝材として､ ソフトな教育協力を位置づけようとする
外務省の本音がかなり正直に示されている｡
外務省案は､ 教育協力の対象分野を､ 正規の学校教育以外に､ 成人教育などの社会教育､ 職業訓
練をも含めてできるかぎり幅広くとらえようとするところにその特色の一つがある｡ そして､ こう
した分野別に今後わが国の教育協力は以下のように進められるべきであると提言する｡


初等中等教育に対する協力

相手国の最も重視する分野に対する協力であり､ 従って効果
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も大きいが､ この分野は相手的の民族的心情を斟酌せず押しつけがましい協力を行う場合には､
相手国側の反発を招きやすい分野でもあり､ 実施に当って細心の注意を要する分野である｡ わ
が国の場合､ 言語的ハンディキャップもあるので､ 教育設備あるいは教科書､ 図書､ 教材､ 視
聴覚教育機材及び校舎等の無償供与など間接的､ 側面的協力を行うことが適当であり､ かつ､
かかる間接的､ 側面的協力に限っても､ 開発途上国側の援助需要はきわめて大きいと考えられ
る分野である｡ ただし､ これまで多少の実績のある理科教育の分野などではある程度の直接的
協力も可能である｡


技術教育に対する協力

わが国がこれまで実施して来たもの又はこれから実施しようとす

るものに韓国工業高校設立援助等若干の例があり､ 今後とも､ 校舎､ 設備､ 教材等の無償供与
あるいは種々の人的協力等により､ 政府ベースでの協力を積極的に進めるべき分野である｡


高等教育に対する協力

この分野においても､ わが国は従来から医療協力 (インドネシア

大学､ ビルマ､ タイのヴィールス研究所等)､ 農業協力 (べトナムのカントー大学)､ 技術訓練
センター (タイの電気通信センター等) の形で､ 大学､ 研究所に対する協力を行なって来てお
り､ また､ 日本研究助成及び日本語普及事業の一環として大学に対する協力を行なっている例
も多いが､ 今後はその一層の充実及び対象分野の拡大をはかるとともに､ 大学対大学ベースの
協力の組織化､ 現地研修及び第三国研修のための奨学金供与等の措置を強化すべきであろう｡


社会教育に対する協力

この分野においては､ ヴィエトナム教育テレビ計画が代表的なも

のであるが､ 多くの開発途上国政府が学校教育と並んでこの分野を重視しており､ また､ 先進
国側にとってもこの分野は比較的協力しやすい部分であることにかんがみ､ 今後､ 教材､ 視聴
覚教育教材の無償供与､ マスメディアに対する協力等を通じ､ この分野に対する協力を増大す
べきであろう｡
 職業訓練

この分野は､ 狭義の教育協力には入らないが､ 従来から海外技術協力事業団ベー

スその他の技術協力により多くの実績を有するので､ 今後ともその拡充をはかるとともに､ 現
地研修及び第三国研修の考え方を大幅にとり入れることも考えるべきであろう｡
外務省案においてもまた ｢教育は援助対象国の主権とナショナリズムにつながるデリケートな問
題｣ として､ 特に初等中等教育分野への協力には慎重な姿勢が示されている｡ これは､ 文部省関係
者の認識と共通しているようにも見えるが､ この両者の言葉の使用には微妙な差異があるように思
われる｡ 先に､ 文部省の天城勲の言葉を紹介した｡ ｢援助を提供する日本の態度もじゅうぶん先方
の事情と意向をくんで謙虚なものでなければならない｡ 戦後の教育再建にわれわれは貴重な経験を
得ている｡ 一国の教育は根本的には国民精神の基底に連なる国民自身のものである｣｡ ここには
｢戦後の教育再建にわれわれは貴重な経験を得ている｣ という言葉がはさまっている｡ これは何を
意味するのか｡ 天城は別のインタビューでは､ 戦後､ GHQ の CIE (民間情報教育局) の指導の下
で､ 教育改革､ とりわけ教育委員会制度の導入を手がけた時､ しばしば､ 米国人担当官の米国方式
万能ともいうべきゴリ押しに悩まされ､ 立腹したという体験を語っている (天城勲

2002年

p.

71)｡ 少なくとも当時の文部省幹部職員の中には､ 自らのこうした体験に基づくある種の哲学的な
基盤があったのではないかと想像される｡ これに対して､ それから約10年後外務省の慎重配慮論に
は､ 先の対外経済協力審議会での議論とも共通するが､ 当時のアジアでの対日批判の高まりを恐れ
て､ これ以上反日感情を刺激するような火種をできるかぎり避けたいとでもいった外交的配慮､ 防
御的姿勢が前面にでていると感じられるのである｡
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. アジア教育協力研究協議会報告
教育協力調査団は､ 1971年10〜11月にかけて東南アジア六か国 (マレーシア､ シンガポール､ イ
ンドネシア､ タイ､ ベトナム､ フィリピン) に派遣された｡ 調査団は､ ３〜４人で一班を編成し､
各班は､ 対象国の教育事情に通じた者､ 地域研究・国際関係論の専門家､ それに文部省行政官とい
う組合せとされた｡ 合計６班あわせて20人が派遣された｡ 協議会の委員､ 幹事会のメンバーからの
も６人が参加した｡ 各国に３週間ほど滞在して現地調査を行った｡ 協議会は､ こうした調査の成果
をベースにさらに審議を続け､ 翌1972 (昭和47) 年３月16日に､ 最終報告書
教育協力のあり方について

アジア諸国に対する

を提出した｡ すこし長くなるが報告の要点を引用しよう｡

報告は､ まず教育協力の概念や意義を述べた後､ ｢教育協力を進めるにあたっての基本的留意事
項｣ として､ 次の四点を指摘する｡ 教育協力においては､ 相手国の言語､ 文化､ 歴史､ 国民の価
値観などとのかかわりが多いので､ 特に慎重な配慮を要する｡ 相手国の要請をふまえつつ､ 教育
的にも真に効果のある協力方策を見出すことが必要である｡ 特にアジア各国においては､ 教育成長
の基礎でありながら､ 財政事情などからふじゅうぶんな初等中等教育の分野において､ その発展に
資しうる協力方策を把握するよう留意すべきである｡ わが国への協力要請の強い東南アジアにま
ず重点を向けるべきである｡ 教育協力は､ 人とのつながりにより､ また人間の形成にかかわるこ
となので､ 相手国の関係者との間に親密な人間関係を確立し､ 相互の深い理解のもとに協力を行う｡
続いて､ 報告の中核となる ｢教育協力の施策の重点｣ において次のような具体的な提案を行う｡
１. 初等中等教育への協力


この分野での協力においては､ 教育行政や教育内容の改善は基本的には､ 相手国の行うべき
ところであるとの観点に立ち､ 教育の場での直接的援助よりも､ むしろ相手国の教員の養成､
現職教育､ 教育関係機材の供与等を通じて教育の質的改善を図る如き間接協力をおこなうこと
に重点をおくことが適切である｡



方法としては､ 相手国の教員の現職教育等に対し､ 実習指導や､ カリキュラム改善のための
専門家を派遣したり､ 教育実習用の機材を供与するなどの方法が行われているが､ 協力の効果
を高めるうえから､ これらの方法を総合的に組み合わせて行うとか､ 継続的に協力してゆける
システムを考える必要があり､ このような拠点として､ 教育研修センターを設置供与を行うこ
とも有効､ 適切と考えられる｡



アジアの国の中には､ 初等中等教育分野での教育改善のための実験モデル校設立の動きもあ
り､ これらに対して協力を行うことも有効とされている｡

２. 高等教育へ協力


わが国と相手国の大学相互の積極的な交流を促進し､ そのため政府は財政面その他により側
面から援助する方策を拡大することが適当と考えられる｡

 従来わが国は､ 農業教育､ 医学教育､ 化学工学教育などの分野での協力を行ってきているが､
今後ともこの種の職業､ 技術面での人材養成に対する協力の抜本的拡大が要請されよう｡


日本研究､ 日本語教育への協力が寄附講座などにより行われているが､ この面での協力方法
の改善をはかるとともに､ 国内での協力ならびに研究体制を強化する必要がある｡



アジア諸国は､ 自国に必要とされる人材養成のために､ わが国の国費外国人留学生制度を活
用してきており､ 今後特に大学院レベルでの国費留学生受入数の増加をはかる必要があろう｡
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３. その他


一般成人等を対象とする識字教育などの協力分野については､ 従来からユネスコ等の国際機
関がかなりの援助実績をあげていることに鑑み､ わが国としては､ このような国際機関の事業
を通じて協力をはかってゆくのが良いと考えられる｡ 社会教育に対する協力分野については､
今後相手国の要請に応じて､ いっそう適切な協力を行うべきである｡



これまでにもアジアの文部省の次官､ 局長クラスの教育指導者を招致し､ 効果をあげている
が､ さらに､ 直接教育に携わっている教職員をわが国に招き､ 国内の研修センターその他の教
育機関で研究する機会を拡充し､ またその受入れ体制の整備をはかることが必要である｡



教育研究面で､ ユネスコ事業に協力して､ 国立教育研究所等においてカリキュラムや指導法
等に関する研究の協力を行っているが､ この面での協力拡充をはかることが必要である｡

この重点施策の提言で特徴的なことは､ 特に慎重な配慮が必要であると認識しながら､ あえて初
等中等教育分野へ協力に果敢に取り組もうとする姿勢を示していることである｡ ただし､ それは､
相手国の教育現場への直接的な協力・介入ではなく､ 教員養成､ 教員研修を通じて教育の質的改善
をめざす間接協力に重点を置くものでなければならないとする｡ また総合的､ 継続的な教育協力を
行う拠点として ｢教育研修センター｣ のアイディアを提示し､ それを設置供与することが新機軸と
されている｡ また､ 従来の教育指導者の日本招致だけでなく､ 現場教員の招致､ 国内の研修センター
での研鑽の機会の拡充などの施策提言もイメージが明確である｡ 最終報告書に関して､ 上別府は
｢そこは文部省関係者の見解が強く反映されていた｣ (Kamibeppu

2002

p.64) と評価する｡

報告では､ ｢今後増大する傾向にある各国からの教育協力の要請に適切に対処し､ 協力を効率的
に実施してゆくにためには､ まず国内体制を整備することが急務である｣ と指摘する｡ 特に､ 必要
とされる国内体制の整備として､ ①政府機関相互の連携の緊密化､ ②協力担当実施機関の体制の整
備､ ③協力専門家の要請・確保､ ④協力予算の弾力的運用､ の四点をあげる｡

むすび
わが国の国際教育協力事業は､ 戦後復興､ 国際社会への復帰を象徴する ｢コロンボ・プラン｣ へ
の参加､ 国費留学生招致プログラムの導入とともに開始された｡ やがて､ 60年代に入ると､ ユネス
コの推進する ｢カラチ・プラン｣ への協力が教育関係者に強く意識されるようになる｡ 時あたかも､
わが国の近代化成功の要因のひとつが､ 明治初期以来､ わが国が一貫して追求してきた基礎的な国
民教育の普及拡充にあったということが広範に認識された時代であった｡ 文部省関係者の間でも､
ある種の素朴な使命感として開発途上国への教育協力論が高まった｡ 60年代半ば以降は､ 教育協力
をめぐってもう一つ別の方向からの議論が出現する｡ それは､ アジア諸国の反日感情､ 対日イメー
ジの悪化が問題となりはじめた時であり､ 対外経済協力審議会､ 外務省経済協力局が教育協力論を
論ずる時代となったのである｡ 文部省が中心となって設置された ｢アジア教育協力研究協議会｣ は､
いわばオール・ジャパン体制で今後のわが国の教育協力の在り方を検討しようとする画期的かつ意
欲的なものであった｡ しかしながら､ 皮肉なことに､ 少なくとも文部省サイドの教育協力への関心
と取り組みは､ この協議会の報告書が出された時を頂点とするかのように､ この後しばらく低迷と
混乱の時期を経験することになる｡ その背景と要因をさぐることが次稿の課題となる｡
[注] この時期､ 国立教育研究所での教育協力に関連する研究成果には次のようなものがある｡
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開発段階にあるアジア諸国における初等教育の WASTAGE  近代日本の初等義務教育に

・阿部宗光､ 天野郁夫

おける WESTAGE の研究

第57集

1967年４月

開発段階にあるアジア諸国における初等教育の WASTAGE  アジア各国の初等教育における

・阿部宗光､ 他
WESTAGE

研究紀要

研究紀要

第63集

1968年９月

・新井郁男

カラチ・プランの成立理念と構造

研究紀要

第77集

1971年１月

・阿部宗光

教育発展に関する地域計画としてのカラチ・プラン作成に関する考察

研究紀要 第81集 1972年１月

[参考・引用文献] (本文中で紹介した 文部時報 掲載論稿は除く)
・天城

勲 ｢アジアにおける教育の発展｣

・天城

勲 ｢国際理解と教育協力｣

・天城

勲

オーラルヒストリー

・石附

実

日本の対外教育

・岩村

忍 ｢教育協力のあるべき姿｣

学校経営

・外務省

東信堂

宏

５-12頁
2002年

昭和49年１月

32-37頁

昭和48年１月

32-８頁

10年の歩み

昭和48年

海外技術協力事業団

日本の ODA50年の成果と歩み
(上､ 下) 政策研究大学院大学

2004年度版

2003年

カンボジア､ マラヤ､ インドネシア､ タイ教育事情報告書

・国立教育研究所紀要 (別冊)
・国立教育研究所

22-30頁

1989年

文部時報

オーラルヒストリー

・教育事情調査団

昭和48年２月

文部時報

ODA 政府開発援助白書

・木田

昭和37年６月

(上､ 下) 政策研究大学院大学

・衛藤瀋吉 ｢国際化時代の日本｣
・海外技術協力事業団

文部時報

留学生教育の実態と問題

国立教育研究所の五十年

1971年３月

1999年

・佐藤

薫 ｢教育文化の国際交流｣

文部時報

昭和37年10月

226-239頁

・佐藤

薫 ｢教育文化の国際交流｣

文部時報

昭和39年３月

74-81頁

・対外経済協力審議会
・同上

技術援助のあり方について

(中間報告) 1970年７月

開発途上国に対する技術協力の拡充強化のための施策について

・千葉杲弘 ｢ユネスコと国際教育協力｣ 千葉他
・西田亀久夫 ｢日本のユネスコ活動の課題｣
・西田亀久夫

オーラルヒストリー

・日本ユネスコ国内委員会
日本の成長と教育

・文部省

学制九十年史

1971年７月

国際教育協力を志す人のために

文部時報

昭和47年１月

政策研究大学院大学

アジア文部大臣会議報告書

・文部省

昭和36年

学文社

29-35頁

2004年
昭和38年３月

昭和37年

昭和39年

・文部省大臣官房調査課

アジア教育協力調査団

派遣の手引き

・文部省大臣官房調査課

アジア教育協力について

(調査団報告書) 昭和47年３月

・アジア教育協力研究協議会
・文部省

学制百年史

・ 文部省幹部職員名鑑

2004年

昭和46年11月

アジア諸国に対する教育協力のあり方について

昭和43年３月

昭和47年
昭和46年度

文教ニュース社

・ Kamibeppu T., History of Japanese Policies in Education Aid to Developing Countries, 1950s-1990s.
Routledge 2002
・UNESCO, Report on the Regional Meeting of Representatives of Asian Member States on Primary and Compulsory Education. Karachi 1960
・ UNESCO, Conference of Ministers of Education and Ministers responsible for Economic Planning of

165

Member States in Asia. Final Report. Bangkok 1965

国際教育協力関係年表 (戦後〜1972年)
教育協力の動き

国際協力全体の動き
国際復興開発銀行､ 国際通貨基金の設立 (1945.12)
UNESCO 創設 (1946.11)
コロンボ・プラン発足 (1950.１)

1951.６

日本のユネスコ加盟

サンフランシスコ講和条約調印 (1951.９)

1952.８

日本ユネスコ国内委員会事務局発足

社団法人アジア協会設立 (1954.４)
コロンボ・プラン加盟 (1954.10) (技術協力の始まり)

1954

国費外国人留学生招致開始
円借款開始 (対インド) (1958)

1960.１

ユネスコ ｢カラチ・プラン｣ の発足

1960

インドネシア賠償留学生受入開始
東南アジア教育事情調査団派遣

1961.７

中近東教育事情調査団派遣

海外経済協力基金 (OECF) 設立 (1961.３)

1962.４

第一回アジア地域文部大臣会議 (東京)

海外技術協力事業団 (OTCA) 設立 (1962.６)

1962.11

白書

1964

国費留学生招致倍増 (年200人に)

OECD 加盟 (1964.４)

1964

海外日本人学校への教員の派遣開始

日本青年海外協力隊 (JOCV) 発足 (1965.４)

1965

国立教育研究所・教育計画研究室設置

1965.11

第二回アジア地域文部大臣会議 (バンコク)

1966

AA 諸国理科教育指導者派遣事業開始

日本の成長と教育

公刊

AA 諸国教育指導者招致事業開始
1966

国立教育研究所・アジア教育研究室設置

1967

国立教育研究所・アジア地域教育研修室新
設 (ワークショップ開始)
対外経済協力審議会 ｢技術援助のあり方について｣
(中間報告) (1970.７)

1971.５

第三回アジア地域文部大臣会議 (シンガポー

ユネスコ・アジア文化センター設立 (1971.４)

ル)

対外経済協力審議会 ｢技術協力の拡充強化｣ 報告

1971

アジア地域 ｢巡回指導団｣ 派遣事業開始

1971.７

アジア教育協力研究協議会設置

(1971.７)

10〜11 アジア教育協力調査団派遣 (六か国)
1972.３

報告書 ｢アジア教育協力について｣

1973.12

国連大学本部日本設置決定

国際交流基金設立 (1972.６)
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フランス図書館行政の近代化
Modernization of Library Administration in France

岩崎久美子＊
IWASAKI Kumiko

Abstract
The majority of French libraries are national and public libraries. Such libraries and their librarians, who are government employees, come under the strict legal purview of the centralized
governance structure. Since public libraries in France were not as well developed as AngloAmerican and German libraries, the former were finally upgraded to modern public libraries
in the early twentieth century through the initiative of the government.
Therefore, the aim of this paper is to discuss firstly such characteristics of French public libraries with regard to their history, structure, and ideology. This is accomplished by focusing
on (1) the historical heritage, (2) academic dimensions, and (3) lack of modernity in developing the system of public libraries in France. Chronologically, these characteristics can be illustrated by three distinctive events: the conservation of forfeited books and literature after the
French Revolution in 1789, the movement toward establishing libraries in the private sector in
the nineteenth century, and the Anglo-American model of public libraries in the twentieth century.
Further, this paper describes the process of control and establishment of library administration by the government after World War , based on data and legal documents. These trends
are indicative of the following:
1. The foundation of the "Direction des bibliothques et de la lecture publique" in the Ministry
of Education (Ministre de l' ducation Nationale)
2. The master plan guiding the establishment of public libraries throughout the country
3. Dual library administration by the Ministry of Education and the Ministry of Culture
(Ministre de la Culture) following 1975
4. De-concentration of library administration through the process of decentralization following 1983
This paper aims to provide a perspective on the problems presently faced by French library administration by tracing and outlining its transition historically.
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はじめに
フランスの上級司書養成機関である国立高等情報科学図書館学校 (ENSSIB) 教授で､ 1993年に
フランス図書館史

を著したドミニク・ヴァリは､ フランスの文化史や教育史を扱う著書の中に

図書館がほとんど取り上げられず､ 歴史の専門家の関心を引いてこなかったことを指摘している｡
そして､ その理由として､ 第一に､ 人間の実際の行動を問題にする文化史などで図書館のような施
設・制度は既成事実以上に問題にされることが少ないこと､ 第二に､ 図書館員の採用などの法的行
政的システムが明確で発達しすぎていることを挙げている(１)｡
確かに､ 施設・制度から見れば､ 企業図書館等の小規模図書館を除き､ フランスのほぼすべての
図書館は国立又は公立であり､ 中央集権的行政下で図書館とその専門職員である図書館員は､ その
施設の性格と身分が法的に明確に規定されている｡ 制度が一元化され法的整備がなされている事象
は､ 特段文化史や教育史の専門家の関心を呼ぶものではないかもしれない｡ また､ フランスの図書
館が欧米に比べて近代化が遅れ､ 20世紀初頭にようやく近代的図書館の様相を呈するに至ったこと
もあり (２)､ 日本国内の図書館情報学研究でも､ 先駆的研究は英米の図書館に拠るところが多くフ
ランスの図書館研究は著しく限定されてきたのが現状である(３)｡
フランスの図書館の近代化が遅れたのは､ フランスの図書館が内包する歴史的経緯によるもので
ある｡ しかし､ フランスでは､ 20世紀初頭には後発効果とも呼べるような上からの図書館行政整備
が急激に進展した｡ そのため､ フランスの中央集権的な図書館行政の動きは､ アメリカやドイツの
ような地方分権下で生じた公共図書館の成立史とは異なり特異な様相を持っている(４)｡
本稿の目的は､ このようなフランスの図書館の持つ歴史的特徴と､ 20世紀初頭のフランスの公共
図書館整備へ至るフランスの図書館行政の流れやしくみを提示することである｡ その上で､ 20世紀
初頭の図書館行政の急激な整備の背景､ 並びに地方分権化の動きの中で生じた課題などについて考
察する端緒を提供したい｡

１. フランス公共図書館の特徴
フランスの公共図書館の特徴は､ 第一に､ 図書館の持つ歴史性と学術的色彩､ 第二､ に公共図書
館整備の後発性に求められる｡ このことは､ フランスの図書館史では､ 歴史的継承､ 構造上､ イデ
オロギーから､ 時系列的に1789年のフランス革命による没収蔵書の管理・保管､ 19世紀の民衆図書
館設立運動､ 20世紀における米国の公共図書館思想の影響､ の三つに区分しうる(５)｡


フランス革命による没収蔵書の管理・保管
第一の特徴である､ フランスの図書館の歴史性と学術的色彩は､ 17世紀から18世紀､ 特に1789年

のフランス革命以後の10年間に生じた事情に認められる｡
フランスの公共図書館の萌芽は17世紀に遡り､ 欧米のどの国に比して早いものである｡ たとえば
パリにあるマザラン図書館は､ 1647年に ｢学ばんとするすべての人々のために｣ 公開されたヨーロッ
パ最初の公開図書館である｡ マザラン図書館の名前は､ 愛書家であり､ その財産の一部で文芸・学
問を後援したマザラン枢機卿 (1602-61) に由来する｡ 図書館はその司書であったガブリエル・ノー
デ (1600-1653) の助言に基づいて整備されたのであるが､ ノーデの著書
見書

図書館建設のための意

(1627年) は､ 最初に公共図書館思想や近代図書館学の基本理念を述べた著書とされている｡
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彼は､ ｢図書館は､ 各人のための門戸をひらき､ はいりやすく､ それを必要とするどんな卑しい人
に対しても､ 決して利用を拒まない目的で建設されんことを｣ と述べている (６)｡ このように､ 公
共図書館思想はフランスでは非常に早くから存在していた｡
この一般の人々に対する図書館の公開は､ ノーデの思想を受けてか､ 実はフランス革命以前､ 王
家の私的図書館である王室文庫 (Bibliothques Royale) で既に行なわれていた｡ 当時の教育の普
及度や識字率を考えれば､ 当時民衆と呼ばれる人々がどの程度利用したかは定かではないが､ 規則
上その門戸は開放されていたのである｡ この王室文庫が発展したのは､ マザランの推挙を受けて宰
相となったコルベール (1619-1683) の功績(７)と､ 1537年フランソワ１世によって制定された納本
法 (dpot lgal)(８)､ そして印刷術が発明されたことも一因である｡ 王室文庫では､ 納本法により
初期印刷本とそれ以前の写本の徹底した収集がなされた｡ この王室文庫は､ 1720年にマザラン図書
館の跡地に移転してからは､ マザラン図書館に代わって公開図書館の役割を担うようになる (９)｡
その後王室文庫は､ 1791年に国立 (民) 図書館 (Bibliothque Nationale) に名称が変更になり､
現在のフランス国立図書館 (Bibliothque Nationale de France：BNF) の母体となった｡ 総じて
これらの図書館の擁護者､ 推進者､ コレクターとなった人々は愛書家であり､ 歴史に造詣が深い学
術・文芸に関心の高い者たちであった｡
しかし､ このような一般に公開された学術的図書館とは別の文脈で､ フランス革命により市立図
書館が設立される事情がもたらされる｡
フランス革命によりアンシャンレジームの打開が目途されると､ 修道院､ 女子修道院､ 教会が所
有し､ 限られた者しか利用できなかった文献や亡命貴族の書籍などが､ 1794年国民議会 (後の立憲
議会) により国民のものとして没収､ 押収され､ 各地区の文献保管所 (dpts littraires) に集め
られたからである｡ その図書数はパリで160万冊､ 地方で600万冊にのぼった (10)｡ このような押収
された図書を基に､ 公共図書館を新たに建設することが当初試みられたが､ ほとんど機能しなかっ
た｡ そのため､ その後の公共図書館への道のりは紆余曲折を経るものとなる｡ たとえば､ 中等教育
機関として1795年中央学校 (coles centrales) が創立されると､ 翌年図書館と中央学校の連携が
試みられた｡ しかし､ 1802年５月に中央学校が廃止され､ またもや図書館の存在が問題となる事態
が生じる｡ 最終的には1803年１月28日の法令により､ 中央学校付属の図書館を ｢市の管理下に置く｣
ことが明記され､ 市立図書館が創設されることになるのである｡
フランスの公共図書館の原型が､ この歴史的価値を持つ図書の保管・管理から始まったことは､
フランスの地方に存在する市立図書館の多くが､ 設立された年代が古いこと､ 及び歴史的に貴重な
図書や資料を大量に抱え込んでいることと無縁ではない｡ その分類整理のための人材を養成するた
め1837年に設立された ｢パリ古文書学校｣ (cole des Chartes) では､ 卒業生は図書館員というよ
りは学術職の強い古文書学者 (archiviste-palographe) として､ 古書体学､ 古文書学､ 書誌学な
どの知識を駆使して､ 没収されたこれらの図書を分類し､ 国の文化財として図書館に保存・管理し
た｡ 本来学術図書があるべき大学図書館に古い蔵書がないのは､ 1808年の高等教育制度の再建時に
は､ 国家の蔵書はすでに市立図書館などに分配された後であったためであり (11)､ また､ 通常は一
般市民のために存在すると想定される市立図書館が学術図書館の様相を持つに至ったのも､ フラン
ス革命期の貴重本を保管することに始まったフランスの図書館の歴史的経緯による(12)｡
 19世紀の民衆図書館設立の動き
第二に､ フランスの図書館の特徴として挙がるのは､ 一般市民対象の公共図書館の後発性である｡
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このことは､ 19世紀の民衆図書館の出現と､ 20世紀の英米の公共図書館思想の輸入による近代化､
といった動きをもたらす遠因になる｡
1860年代､ ７月王政期を迎える頃のフランスは､ 民衆に対する初等教育の普及と出版物の増加等
により識字率が高まり､ 読書に対する潜在的需要が社会に高まってくる｡ 1833年に ｢初等教育法｣
(ギゾー法) で初等学校設置が市町村に義務づけられると､ 無償の義務教育ではなかったものの
1830年から1848年までに､ 学校数は３万から６万､ 生徒数は195万人から353万人に増加､ 成人の非
識字率も､ この間19％低下し､ 1847年には非識字率は35％になっている(13)｡ しかし､ それに反し､
適切な読書教材は不足していた｡ 1847年には､ 3,500人の行商人がフランス全土に大衆的な読み物
を8,000万部ほど売りさばき､ 貸本屋が流行った｡ 政府は悪書を規制しようとし､ 社会的には健全
な読書を提供する図書館の設立が望まれていた (14)｡ しかし､ 地方に存在する学術的様相を持つ市
立図書館が､ これらのニーズに応えることは不可能であったし､ 健全な読書を提供する受け皿とし
ての図書館が具体化することはなかった｡
このような中で､ 印刷工ジラール (M. Girard) が1861年､ 数名の同僚と ｢教育友の会｣ (Socit
des Amis de l'Instruction) を結成し､ パリの第３区に一般市民のために図書館を開設する｡ この
図書館は､ 会員が毎月納付する分担金で賄われ､ 図書館運営､ 管理等をすべて会員が行うものであっ
た｡ ジラールらは､ 翌年1862年に､ アメリカで会員制図書館を創設した B.フランクリンの名前に
ちなんだ ｢フランクリン協会｣ を設立 (1862年９月19日公教育大臣による設置認可) し､ フランス
全域に対し民衆読書普及運動を展開するようになる｡ この運動の背後には､ サン＝シモン主義的な
理想に基づいて労働者に必要な技術教育・知識普及をはかるため､ エコール・ポリテクニックの卒
業生が無料公開講座提供の目的で1830年に設立した ｢総合技術協会｣ (Association polytechnique)
の支援があった｡ ジラールらはこの ｢総合技術協会｣ の聴講生であり､ それによってエコール・ポ
リテクニックの関係者と関係を持ったとされる｡
もう一つの動きは､ アルザス地方オー・ラン県でマセ (J. Mac, 1815-94) が行なった ｢オー・
ラン県公立図書館協会｣ (Socit des Bibliothques Communales du Haut-Rhin) の図書館活動
である｡ マセは､ 義務､ 無償､ 非宗教の初等教育段階の公教育を目的として1866年に設立した､ 教
育同盟 (Ligue de l'Enseignement) の活動によって有名であるが､ それに先立った運動として図
書館設立運動に従事した｡ オー・ラン県は当時工業化がすすみ､ フランスで最も教育が普及したと
ころでもあったし､ 工場主たちが雇用者のために図書館を設立していた事例もあり､ 期が熟してい
たと考えられる｡ マセは､ ミュールーズの実業家の援助を得て､ 1863年11月29日 ｢オー・ラン県公
立図書館協会｣ を設立し､ 図書館普及活動を行なった｡ この協会は1870年まで存続した｡
しかし､ いずれの運動も､ 労働者階級を対象にした民衆教育への関心に端を発しているとはいえ､
現実的には草の根からの自主的図書館要求とはいい難い｡ それは､ 労働者階級に対する慈善的な行
為を連想させ､ その主流は民衆教育や風紀問題に関心をよせる有識者や工場主が労働者に良書や図
書館を与えるために展開した教化運動､ あるいは､ 社会階層を反映した私的な運動 (15)との評価に
留まるのである｡


米国の公共図書館思想の影響
20世紀初頭のフランスの図書館の状況は､ 老朽化､ 慢性的職員不足の状況にあり､ 専門的養成を

受けない職員が多数を占めるなど､ 近代化が著しく遅れた｡ このような近代化の遅れとされる状況
が打開される糸口になったのは､ 第一に､ フランスの図書館界からもフランスの図書館の現状批判
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や今後の公共図書館の近代化を唱導する者が現れたことによる｡ 国会図書館に長く勤務したモレル
(Eugne Morel, 1869-1934) は英米の公共図書館の理念を導入しようとした中心者であったし､
またその賛同者として､ コエック (Ernest Coyecque, 1864-1954)､ ルメイトル (Henri Lematre,
1881-1946) などがその実現に加わった(16)｡ 第二に､ 第一次世界大戦以後､ 戦後復興の過程でアメ
リカ図書館界の公共図書館思想や実践が直接伝播された｡ さらに付け加えれば､ 第一次世界大戦中､
大戦後の労働力不足と経済的理由から多くの女性が職場進出するようになり､ 図書館界に優秀な女
性が集まったこともひとつの要因であろう｡
第一次大戦前のフランス図書館員の多くは､ 上記の市立図書館の学術的内容から､ シャルティス
トと呼称される古文書学校 (cole des Chartes) の卒業生によって占有されてきた｡ 古文書学校
のカリキュラムは著しく学術的であり､ 中世の歴史や書誌学中心で ｢学者的な司書｣ をモデルとす
るものであった｡ しかし､ この頃になると､ 図書館員の専門職の確立や安定を目指し創設 (1906年)
されたフランス図書館員協会 (Association des Bibliothcaires Franais：ABF)､ その初代事務
局長のシュストラック (Charles Sustrac, 1874-1946) のように､ ｢図書館員は学者ではなく､ 読者
の要求に応じて利用者を満足させるための教育者であり､ かつガイドでもある｡ 図書館は大衆のも
のであるから､ 貸出や参考業務を重視すべきである｣ という新しい考え方も出てきていた｡ 1909年
には､ 教育省の中に図書館問題を協議する国と司書の代表による委員会が結成され､ 図書館員の地
位向上や図書館員像の共通概念形成するために働き､ 市立図書館基準､ 公共図書館の考え方の導入
や､ 図書館員養成､ 目録規制の作成､ 図書館の仕事などに関する手引き等の出版物の作成を行なっ
ている｡ また､ その委員会では､ 第二次世界大戦後に現実化する図書館員全体を統括する行政組織
としての図書館局設置を要求していることも目を引く(17)｡
しかし､ そのようなフランスの公共図書館を近代化しようとする意識を､ 現実のものとする契機
になったのは､ フランス独自というよりも明らかにアメリカ図書館協会 (American Library
Association：ALA) の影響によるものである｡
第一次大戦後の復興を目的としてフランスに米国戦地救済委員会 (Comit Amricain pour les
Rgion Dvastes de la France：CARD) が設立されると､ 特別図書館部門が設けられ､ ニュー
ヨーク公共図書館から1918年に休暇をとって渡仏していたカーソン (Jessie Carson) を中心とし
た活動が始まる｡ この特別図書館部門は､ １年間にわたってパリの図書館職員の教育と財政面で援
助を行った｡ 特に､ カーソンは､ アメリカ人女性図書館員と彼女が教育した５人のフランス人女性
の協力で､ 1920年までにエイヌ県 (Dpartement de l'Aine) にアメリカの図書館をモデルとした
公共図書館を５つオープンさせている (18)｡ これらの図書館は､ 従来のフランスの図書館とは異な
る地域の公共サービスのための貸出図書館であった｡ また､ カーソンは米国戦地救済委員会
(CARD) が導入した近代的サービス方式をフランスの図書館に根付かせるため､ フランス人図書
館員をアメリカ式に養成する必要があると考え､ アメリカ図書館協会運営のパリ図書館学校
(Paris Library School) で図書館員養成の講座を主催するようになる(19)｡ 1923年には､ アメリカ
図書館協会は､ ピッツバーグ市の前カーネギー図書館学校校長であるボーグル (Sarah Bogle) を
パリに派遣し､ パリ図書館学校のカリキュラム編成とその他の開講準備に取りかからせた｡ 図書館
学校の教官の大部分は､ ボーグルをはじめとしてアメリカ人女性の図書館員であったが､ アメリカ
で専門教育を受けてきたフランス人女性も教授陣も加わった｡ 財政的事情によりこのパリ図書館学
校が閉校になる1929年までに､ アメリカ式の図書館教育を受けた100人の生徒のうち90％は女性で
あった(20)｡
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２. 戦後図書館行政の変遷
フランスでは､ 一般市民への読書普及運動､ 読書施設､ あるいは読書そのものを ｢公読書｣ (Lecture Public) という言葉で表現する｡ この言葉は､ そもそもは1931年フランス図書館員協会
(ABF) 主催のもとにアルジェで図書館会議が開催され､ 公教育大臣マリウス・ルスタン (Marius
Roustan, 1870-1942) の発言により､ 一般市民への読書普及の問題とフランス全土に公共図書館を
設置する方法について検討されたことに端を発する｡ その際に､ ｢公読書｣ という言葉が用いられ､
また､ その後の行政調査などを通じて､ ｢公読書｣ のための様々な方針が決定されていった｡ この
｢公読書｣ という言葉は行政用語であり､ 広く一般に知られたものではないが､ ここでの public は
｢公教育｣ (instruction publique) と同様に､ 広く一般市民を対象にした読書活動を目指すもので
あり､ それまで学術的で知識階層に閉じられていた図書館を､ 地域の文化サービスの拠点と考え､
国民全体に知識や教養の向上を目指そうとした国の積極的姿勢を示す言葉として､ スローガンのよ
うに図書館界に広がっていった｡
｢公読書｣ が急激に推進された背景には､ 前述のカーソンらのもとでアメリカ的図書館教育を受
けた人々が､ 人的資源として､ フランス特有の学術的公共図書館の性格を貸出サービス中心の近代
的図書館へと変革する動きの底辺を支えたことは想像に難くない｡ また､ フランス図書館界の中で､
フランスの公共図書館近代化を主張した前述のモレルなどが､ 公共図書館は､ 学校や公立病院と同
じような施設であり､ 基本的住民サービスであると位置づけていることも公共図書館の新たな考え
方として注目される (21)｡ このフランスの図書館の近代化の思想的先鋒になったモレルは､ フラン
ス図書館界の保守的主流派を形成してきた古文書学校卒業生 (シャルティスト) ではなかった｡ 職
業社会ではマイノリティであった女性の活躍も含め､ フランスの図書館の近代化が保守的主流派と
は異なるところから推進されたことは興味深いことである(22)｡
このような ｢公読書｣ への動きを受けて､ 20世紀中ば以降､ 公共図書館の整備に行政が大きな役
割を担うようになる｡ その動きは三つの行政改革や再編の動きに連動する｡ 第一は､ 第二次世界大
戦後の図書館・公読書局の創設による行政の整備､ 第二は､ 国民教育省と文化省の二省体制､ 第三
は､ 地方分権化の中での地方への事務分散の動きである｡


図書館・公読書局の創設
1944年のパリ解放後間もなく､ 国民教育省の組織改造を機会に､ 1945年８月19日の政令 (dcret)

により､ 図書館・公読書局 (Direction des Bibliothques et des Lecture Publique：D.B.L.P) が
国民教育省に創設された｡ 公読書という考え方はすでに広がっており､ 戦後の新しい体制が確立し
ていく中で､ その考え方が具現化される契機を迎える｡
図書館局長は､ 国立図書館 (Bibliothque Nationale) 長を兼ね､ 国立図書館を頂点としてフラ
ンス国内のほとんどすべての主要図書館 (大学・公共・貸出中央) がピラミッド上に組織化された｡
図書館・公読書局は､ 国家公務員としての図書館員の人事を掌握する人事権と､ 主要な大学・公共
図書館を規模に応じ財政支援する予算の権限を有し､ 国立図書館､ 大学図書館､ 学術機関
(Grands tablissements) 図書館 (フランス学会図書館､ マザラン図書館､ 自然博物館図書館､
人類博物館図書館､ 東洋語学校図書館､ 医学アカデミー図書館)､ 貸出中央図書館の管理､ 市立図
書館の監督､ 公読書の組織化 (パリ市の図書館だけはその管轄外) を担うことになった｡
図書館・公読書局が最初に行なったことは､ ｢公読書｣ のために､ 貸出中央図書館 (Bibliothque
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Centrale de Prt：BPC) を各地に順次創設したこ
とである｡ 貸出中央図書館は､ 図書館の恩恵が少な
い人口１万以下 (1968年以前は人口１万５千人以下
のコミューン) の市町村をサービスの対象として､
1945年以降､ 図書館・公読書局の直接管理の下に貸
出用巡回バス (bibliobus) を利用して､ １台当た
り年間２万時間貸し出す制度であった｡ 発足当初の
定員は最低４名 (上級司書､ 司書補､ タイプライター
速記者､ 運転手) から構成され､ 地域共同体あるい
は県の財源も投入されたが､ 図書館・公読書局によ
り直接管理運営された｡
読書に供する一般的な公共施設としての地域の貸
出中央図書館は､ 1930年代にすでに必要性が認識さ
れていたが､ 実際には第二次世界大戦後に図書館局・
公読書局ができた後に創設・整備されていったもの
である｡ 1945年11月５日の法令 (arrt) により､
最初にフランスで８つの図書館が設立されたのを手
始めに､ 各県を網羅し97を数えるまでに増設された｡
各年に設立された貸出中央図書館の推移は､ 図表
１のとおりである｡ 貸出中央図書館は､ 後述の地方
分権化の過程で県に委譲され県立貸出図書館となり､
その後事実上地方の公共図書館サービスの拠点となっ

図表１

貸出中央図書館設立の推移

資料出所：Genevive Tom, "Le Pain de l' Espirt
 Domicile：les Bibliobus en France", Institut
d' tudes Politiques de Rennes, 2005.から作成｡
注：上記資料によれば96であるが､ 文化省 ("LES
BIBLIOTHQUES TERRITORIALES" (online), available from 〈 http://www.culture.
gouv.fr/culture/min/index-min.htm 〉) に よ
れば97となっている｡

ていく｡
フランスの地方制度は､ 市町村 (commune)､ 県 (dpartement)､ 州 (rgion) という三層構
造からなる (23)｡ 県と市町村は必ずしも上下関係にあるわけではなく､ 州が調整する形態をとって
いる｡ 図書館は州には存在せず､ 市町村に属する図書館が市町村立図書館､ 県に属するものが県立
貸出図書館 (Bibliothque Dpartementale de Prt：BDP) である(24)｡
市町村立図書館のうち､ 市立図書館は設立された年代が古く (1803年２月28日政令 (dcret) で
設置)､ フランス革命の没収蔵書を保管したことから､ 各地方都市の貴重な史的資料を大量に抱え
込んでいる上､ 地方納本制度が実施されていることもあり､ 当初は住民へのサービスというよりも
貴重本などの保存だけで手一杯の状態であった｡
市立図書館については､ 文化財保存の観点から国の統制が進み､ 1897年には､ 特に貴重本を有す
る市立図書館を国が指定し､ 国庫補助を与える ｢指定図書館｣ の制度が発足し､ 45図書館が指定さ
れ､ その後54館に増加した｡ パリは例外的に､ 革命時に没収された貴重図書が市内の国立図書館や
研究図書館へ移されたため､ 指定市立図書館は存在しなかった｡ この指定にあたっては大都市とい
うよりも貴重本がある場合指定されるなど､ 蔵書の内容が優先された｡ さらに､ 1931年の法律によ
り各都市の市立図書館は国有化されたため､ 蔵書管理にあたる図書館員に対しては､ 国が任命や昇
進などの人事権を持ち､ 歴史的貴重本の保護といった学術的な仕事に従事させてきた (25)｡ 市立図
書館がこのような歴史的遺産を継承したため､ 戦後普及した貸出中央図書館は､ 必然的に近代的図
書館としての新しい性格が付与されることになった｡
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国民教育省と文化省の二省体制
中央行政を見れば､ 第二次世界大戦で創設された図書館・公読書局が公共図書館の近代化に果た

した役割は非常に大きかったが､ その業務は公共図書館の行政改革に伴い､ その後､ 1975年７月に
大学庁と文化庁に分かれることになった｡ それまで､ 一元的に実施されてきた図書館行政が二省体
制に分離することになる｡
このことにより､ 公共図書館以外の国立図書館 (Bibliothque Nationale)､ 大学図書館等は大
【1945-1975年】
国民教育省
Ministre de l'ducation Nationale

図書館・公読書局 (D.B.L.P.)

国立高等図書館学校
cole Nationale
Suprieure de
Bibliothcaire
(1963年創設)

国立図書館 (Bibliothque Nationale)

貸出中央図書館
Bibliothque
Centrales de Prt

大学及び研究図書館
Bibliothques
Universitaire et de
Recherche

市町村立図書館
Bibliothques
Municipals

【1945-1975年】
文化・情報省
Ministre de la Culture

国立文学センター
Centre National des Lettres

図書局
Direction du Livre

貸出中央図書館
Bibliothques
Centrales de Prt

公共情報図書館
Bibliothque Publique
d'Information

市町村立図書館
Bibliothques
Municipals

大学省
Ministre des Universits

国立図書館
Bibliothque
Nationale

図書館課
Service des Bibliothques

共通課 (複数)
Services Communs

国立高等図書館学校
cole Nationale
Suprieure de
Bibliothcaires

大学及び研究図書館
Bibliothque Universitaires et de
Recherche
図表２

行政組織の変遷

資料出所：日仏図書館学会編・刊 ｢フランスの公共図書館｣ アリス・ギャリグ (日仏図
書館学会フランス公共図書館研究グループ訳) ｢フランスの公読書｣ 1981年 p.74.
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学省 (Ministre des Universits) が所管することになった｡ 1976年以降､ 図書館・公読書局は文
化庁 (Secrtariat d'tat  la Culture) において図書局 (Direction du Livre) と改称された｡ 行
政の組織図として､ 図書館・公読書局が創設されて文化庁に分かれる前後の組織図を対比的に図表
２に挙げてある｡
公共図書館が文化庁の所管になったことは､ 行政が分離するという弊害があるものの､ 公読書運
動の中心的存在であった貸出中央図書館においては､ 学校以外の公共施設にも配本が拡大し､ 学校
教育や社会教育を超えた文化的な読書運動が展開することが可能になったとの評価もなされている｡
1981年､ 大学庁は廃止され､ 国民教育省 (Ministre de l'ducation Nationale) に業務は移管
された｡ その後､ 大学・研究図書館は､ 国民教育省の所管､ 国立図書館は､ 文化省の所管に改編さ
れた｡ 図書館行政の複数体制は､ その省庁名がその都度変更になり､ 分離・再編がなされても､ 本
質的にはその後も二省体制で継続されている(26)｡
なお､ 2008年１月現在の政府の行政管轄は､ 国会図書館や公共図書館を管轄するのは､ 文化・コ
ミュニケーション省 (Ministre de la Culture et de la Communication) の図書・読書局 (Direction du Livre et de la Lecture：DLL) であり､ 学術図書館や大学図書館､ 図書館員養成学校であ
る国立高等情報科学図書館学校 (cole Nationale Suprieure des Sciences de l'Information et des
Bibliothques：ENSSIB)､ 国立高等情報科学図書館学校で公務員の身分を有して養成される上級
司書の人事権は､ 高等教育・研究省 (Ministre de l'Enseignement Suprieur et de la Recherche)
の管轄・保有になっている｡
図書館行政の監督・評価は､ 1976年以降省庁の再編にあっても､ 文化と高等教育を担う二つの省
の管轄をそれぞれ担う形で､ 二つの省庁をまたいで図書館総監督局 (Inspection Gnrale des
Bibliothques：I.G.B.) が行なっている｡


地方分権化の動き
第二次世界大戦後に成立した国民教育省図書館・公読書局による公共図書館の整備の後､ 大きな

行政の変化は､ 前述の高等教育と文化を担う二つの省庁の分割した行政制度であった｡ その後､ 図
書館行政の所轄について省庁の横の分割とともに､ 地方分権化の流れの中で行政における中央と地
方という縦の分割も生じてくる｡
戦後初の左派政権であった社会党のミッテラン政権は､ 選挙公約の一つに分権化を掲げ､ 1982年
｢地方分権法｣ (｢市町村､ 県および州の権利と自由に関する法律｣) とともに地方分権化関連法令を
多く制定し､ 翌年地方自治体に権限委譲が行なわれることになった (27)｡ 1982年以降に地方分権化
が図書館行政に波及していく過程は次の段階からなる(28)｡
第一は､ 1982年から1983年にかけてなされた､ 地方分権法の成立と公共図書館の分権化が決定さ
れる過程であり､ 地方分権法を受けて､ ｢権限配分法｣ が制定される(29)｡ この第４条で ｢教育､ 環
境､ 文化事業の領域における権限の委譲は遅くともこの法律の公布日後３年以内に完了するものと
する｣ と1986年までに分権化がおこなわれることが定められた｡ 続く ｢権限配分法｣ (追加) (1983
年７月22日 loi no.83-663) で第60条に中央貸出図書館 (BCP) の県への委譲､ 分権化が行なわれ
た｡ 1986年以降､ 中央貸出図書館の職員は県議会 (Conseils Gnraux des Dpartements) 議長
の下に置かれ､ 職員のうち権の職員の身分を有しない者は､ 県議会議長の指揮監督に服することに
なった｡ また､ 国の学術員 (personnel scientifique) の職種に属する上級図書館員を除き､ 県職
員もしくは国家公務員の身分の選択､ 専門的技術業務の国の監督の継続などが規定された｡ さらに､
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第61条で市立図書館について市町村が組織し出資するが､ その業務は蔵書構成やコンピュータによ
るサービス内容などを国がチェックする国の技術的調整 (contrle technique) を受けることとさ
れた｡
第二に､ 職階制の再編成と養成に関し1991年から1992年に再度見直しがなされた｡ 特に1992年１
月９日付けで職員養成や任用に関して複数の政令 (dcret) が出されている｡ 職業的養成の色彩の
強かった国立図書館学校 (cole Nationales Suprieure des Bibliothcaires：ENSB) を改組､ パ
リからリヨン近郊へと移転させ､ 内実も複数の資格を選択でき研究機能を強化し､ 名称を国立高等
情報科学図書館学校 (ENSSIB) として新たに再編 (dcret no.92-25)､ 図書館における上級司書
(conservateur) の職種の規定 (dcret no.92-26) や図書館員 (bibliothcaire) の職種の規定
(dcret no.92-29) を行なった｡ また､ 1991年９月２日政令 (dcret) で､ 地方行政を担う地方公
務員にカテゴリー A と呼ばれる上級公務員職を創設､ 国の図書館員についても､ カテゴリー A に
文化財の保護が職務内容に入る上級司書 (conservateur) のほか図書館員 (bibliothcaire) の職
名が入ることになった｡ また､ 1992年１月９日政令 (dcret) で新しい図書館員の職階制の整備が
試みられた｡
地方分権化後で大きく変化したことは､ 公共図書館のうち市立図書館については､ 1986年に市町
村に委譲され､ 貸出中央図書館は､ 県立貸出図書館 (Bibliothques Dpartementales de Prt：
BDP) として県に委譲されたことである｡ このことにより､ 県は地域図書館行政の中核に位置付
けられ､ 実質的にも地域の図書館の発展に寄与することが期待されることになった｡ また､ 市立図
書館や県立貸出図書館の職員は､ 基本的に地方自治体に属することになった｡ このことは､ 国の直
接指揮下にあった市立図書館と貸出中央図書館は ｢地方自治体図書館｣ (Bibliothques des Collectivits Territoriales) として同格の位置づけとし､ 双方の図書館による地域内の図書館行政のネッ
トワーク化を意図したものだと言われる｡ このような地方分権化によって､ 貴重本を有し国有とさ
れた指定市立図書館に対しても､ 地方分権化の過程で国の介入や予算的な優遇措置は現在なくなっ
ている｡
また､ 図書館行政が複数の省､ 国と地方と分割されることにより､ 政策調整のために､ 1989年10
月23日高等図書館評議会 (Conseil Suprieur des Bibliothques) が設置され､ 図書館に関わる方
針を討議する場が設けられることになった｡
1982年以降の地方分権化は､ 立法中心の改革であり､ その後第１次コアビタシオン (保革共存政
権) の時期に停滞し､ 1988年の社会党政権で補完調整作業が行なわれたものの､ 1993年に社会党が
敗北し第２次コアビタシオンの時期に地方分権化の改革は一旦終息する｡ しかし､ ｢地方自治と責
任に関する2004年８月13日付法律｣ (2004年８月17日官報) に至る､ 行財政の行き詰まりや国家の
役割の簡素化や財政負担の軽減の必要性から､ 市町村自治の新しい規則､ 特に国の特定権限を地方
に有利になるよう委譲し､ 財源保障の充実が望まれつつある｡ 地方分権化の第二ステージと言われ
る動きにあって､ 今後図書館に具体的な影響があるのかは検討される途上にあると言えよう(30)｡
第二次世界大戦後､ フランスの公共図書館が住民サービスとして整備・普及する施策がなされて
いく中で､ 文化・コミュニケーション省の2005年の統計によれば､ 現在のフランスの公共図書館数
は市町村立図書館が4,213､ 県立貸出図書館が97を数えるに至った(31)｡
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おわりに
｢学校では学び方を学ぶが､ 実際に学ぶのは図書館においてである｡｣ これは､ 義務､ 無償､ 非
宗教の三原則にのっとった教育改革 (1881年法､ 1882年法) を行なった政治家フェリー (183293) の言葉である｡ 公共図書館は､ 生涯学習の機関として､ 一般の人々に供されるべきものである｡
1994年11月に採択された UNESCO の公共図書館宣言は､ ｢公共図書館は､ その利用者があらゆる
種類の知識と情報をたやすく入手できるようにする､ 地域の情報センターである｣ と公共図書館を
定義している｡
フランスの公共図書館の近代化は､ 第二次世界大戦後行政主導で行なわれた｡ この50年余にあっ
て､ 貸出中央図書館に代表される新たな公共図書館像により､ その施設をフランス全土に網羅する
よう整備､ 確立・普及し地方への行政権限の委譲を行い､ 一通りの成果を挙げたと言えよう｡ 今後
は､ 公共図書館は､ 地域の情報センターとして､ より住民のニーズに応える形で県や市町村レベル
でサービスが担われていくことが期待されている｡ しかし､ 根幹を担う上級司書の養成はいまだに
国が主に担っており､ 必ずしも国がすべての権限を地方に委譲したわけではない｡ 地方が財源確保
を含め地域に根づいた公共図書館を醸成させるにはまだ時間がかかる様相にある｡
フランスの公共図書館に対し､ 国と地方の図書館行政をめぐる関係がどのように成熟していくか
は､ 今後明らかになる地方分権化の第二ステージの成果が､ 何らかの答えを提示していくことであ
ろう｡ その際､ フランスの図書館行政が､ 歴史的遺産を背負うフランスの図書館の特異性を含みな
がら､ 新たに地域に根づいた公共サービスを効果的に展開しうるかは､ これからの動きを踏まえて
改めて考察が求められるものである｡
【注】
(１)Dominique Varry, "Rflexions autour de la Parution de l'Histoire des Bibliothques Franaises", Bulletin
d’Informations de l’Association des Bibliothécaires Français, 1993, n°160, pp.43-46.
(２)ポンピドー内閣による政策諮問された公共図書館研究調査委員会は､ 1967年２月に答申を出し､ フランス公共
図書館の現状が他の欧米諸国の図書館よりも５年から10年遅れをとっており､ 既に進行している第五次五ヵ年
計画 (1966-1970) で施設面以外でも早急に具体策を実行することを勧告している｡ (赤星隆子 ｢フランスにお
ける公共図書館のナショナル・プランニングについて｣ 現代の図書館 第７巻 第３号 日本図書館協会1969
年９月

pp.127-134.)

(３)日仏図書館情報学会による

日仏図書館情報研究

が主たるフランスの図書館・図書館員を研究領域にする学

術雑誌である｡ そのほか､ 日本図書館協会による
る

図書館雑誌

図書館界 ､ 日本科学技術情報センターによる

情報管理

や

現代の図書館 ､ 日本図書館研究会によ

など､ 図書館員を購読対象にした雑誌にフラ

ンスに造詣の深い図書館関係者が寄稿している｡
(４)公共図書館定義として､ ジョンソンは､ 所有が公的 (publicly owned) というだけではなく､ 一般に､ それを
利用したい人なら､ 市民だれもが利用できる一般図書館 (general library) であり､ 公的な貸出図書館 (public circulating library) に限定して定義している｡ ヨーロッパではこのような公共図書館の発展は20世紀に入っ
てからである｡ (エルマー・D.ジョンソン (小野泰博訳) 西欧の図書館史 帝国地方行政学会 1974年 p.288.)
(５)Martine Poulain, Les Bibliothèques Publiques en Europe, ditions du Cercle de la Librairie, 1992, p.159.
(６)アンドレ・マソン/ポール・サルヴァン (小林宏訳)

図書館

白水社

1969年

pp.38-40.

(７)王室図書館の充実に取り組んだコルベールは､ 在任中､ 特別なコレクションの購入や､ 外国にいるフランス大
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使に課せられた収書により､ 蔵書数は４倍に増加した (前掲書､ pp.40-41)｡
(８)モンペリエ勅令と呼ばれるこの法律の目的はフランス国立図書館の前身である王室図書館のコレクションの充
実､ 印刷物の検閲にあった｡ その後､ 納本法は17世紀には著作権保護の役割も果たすことになった｡ 納本法制
定以来､ 過去４世紀半にわたって蓄積されたフランス国立図書館の蔵書構成は国内出版物に限ればほぼ網羅的
と言われ､ 文化財保護の一面を持ってきた｡
(小杉恵子 ｢フランス国立図書館の現況−機構､ 納本制度､ 蔵書保全対策を中心にして−｣ vol.23,
情報管理

1980年

日本科学技術情報センター

No.6

pp.519-523.)

(９)1692年に王室文庫は一般に開放され､ 1720年には法令によってすべての研究者､ すべての公民に対して週１回
(革命前夜の頃は週２回) ９時から夕方まで開放していた (小林宏 ｢フランスの図書館に学んで｣ 図書館雑誌
vol.60

no.4.

日本図書館協会

1966年

pp.24.)｡ 1720年10月11日付法令 ｢王の図書館は､ すべての学者､ す

べての国民に対して､ 王の図書館員が別に指定する日時においては､ いつでも公開される｡ 図書館は､ 前述の
学者を迎え入れ､ 彼らがそこであらゆる便宜を得て研究や調査に従事できるよう､ 適当な環境を提供するであ
ろう｡ 学者に許された前述の入館以外にも､ 図書館は一般公衆に対して､ 週一回､ 午前11時から午後１時まで
公開されるであろう｡｣ (アンドレ・マソン/ポール・サルヴァン (小林宏訳)､ 前掲書､ p.43.)
(10)グレゴアル司教 (1750-1831) による五百人会 (フランスの下院1797-99) への保管文献の報告による (前掲書､
p.54.)｡
(11)Paul Poindron (目形照訳) ｢フランスの大学図書館｣ (French University Libraries：Library Trends, Vol.
12, No.4, 1964.)

現代の図書館

第３巻

第１号

日本図書館協会

1965年

pp.20-26.

(12)第一次大戦前ブルージュ市立図書館の様子は､ 作家 J.ベルトーにより次のように描写されている｡ ｢図書館は
とても立派で､ おそらくフランスでも五指に入る図書館であった｡ しかし誰も､ そこへ入っていって､ 司書達
の休息の邪魔をしたり､ 本で埋まる大広間で静かに昼寝をしている守衛を起したりすることは考えてもみなかっ
た｣｡ (ミッシェル・ルシエ (赤星隆子訳) ｢フランス図書館組織について｣
館学会
(13)梅根悟

日仏図書館研究

No.3

日仏図書

1976年 p.14.)
世界教育史体系36

社会教育

講談社

1974年 p.82.

(14)1860年代の民衆読書運動については次の論文が詳しい｡
油井澄子 ｢フランスの民衆読書施設−1860年代を中心に｣

日仏図書館研究

No.7

日仏図書館学会

1981年

pp.9-24.
(15)前掲書 pp.9-24.
(16)赤星隆子

フランス近代図書館の成立

理想社

2002年

pp.127-195.

公共図書館の唱道者としてのモレルについては､ コエックが ｢一般の人々のための図書館はしばしば民衆図書
館と呼びならわされてきたが､ モレルによって公共図書館と呼ばれるようになり､ 彼はこれを生涯の教育の場､
現代社会の中における公民精神形成の場､ 並びに民主社会の根本となる諸活動の形勢の場としての役割と位置
づけていた｡ ……彼なしにアメリカの援助による公共図書館はつくられなかった｣ と高く評価している (赤星
隆子､ 前掲書､ p.162)｡
(17)ミッシェル・ルシエ (赤星隆子訳)､ 前掲書､ pp.14-20.
(18)エイヌ県は当時､ 図書館を含む農場､ 家屋､ 学校､ 病院の５つを統括した総合復興プロジェクト地域に指定さ
れていた｡ 図書館設立はその地域総合復興プロジェクトの一環であった｡ これが成功したことで､ カーソンは､
１年後にパリ市に継承することを条件にパリ (Belleville 地区) の公共図書館で１年間に限定してアメリカの
図書館サービスの導入を試みている｡ (Richard Kent Gardner, Education for Librarianship in France：An
Historical Survey, Case Western Reserve University, 1968. p.181.)
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(19)このパリ図書館学校はアメリカタイプの体系的専門技術重視の司書教育を行なうもので､ 1923年から1929年の
閉校に至る間フランス図書館界に大きな影響を与えた｡ このパリ図書館学校職員であったアンリオ (Gabriel
Henriot, 1880-1965) は､ パリ市立の図書館学校を経て､ パリカトリック学院図書学校 (cole de Bibliothcaires de la rue d'Assas, Institut Catholique de Paris) を設立｡ この学校は､ 現在のカトリック学院・司書ド
キュメンタリスト学校 (cole de bibliothcaires documentalistes：EBD) の前身となった｡
(20)FLINT 外国文献を読む会 ｢フランスの女性図書館員｣
協会

現代の図書館

第27巻

第１号

1989年

日本図書館

pp.52-57. (Maack, M.N. "Women Librarians in France：The first generation". The Journal of

Library History, Fall 1983, pp.407-449.)
(21)赤星隆子 ｢ウジェーヌ

モレル覚書｣

日仏図書館研究 No.8.

日仏図書館学会

1982年

p.9.

(22)モレル (Eugne Morel) は古文書学校卒業生 (シャルティスト) ではない｡ パリ大学法学部卒業後､ 1892年
国立図書館刊本部に見習いで入って以後42年間国立図書館に勤務した｡ コエック (Ernest Coyecque) とルメ
イトル (Henri Lematre) といったモレルを支持したシャルティストは､ シャルティストではあったが傍流で
あったと言われている｡ (前掲書､ pp.6-7.)
(23)2005年現在で市町村は36,778 (ヨーロッパ大陸フランスとコルシカ島以外の海外にある162を含む)､ 県は100
( 海 外 の ４ を 含 む ) ､ 州 は 26 ( 海 外 の ４ を 含 む ) で あ る ｡ (Direction Gnrale des Collectivits, Les
Collectivités Locales en Chiffres 2005, La Documentation Franaise, 2005.)
(24)名城邦孝 ｢フランスの公共図書館｣

諸外国の公共図書館に関する調査報告書

(平成16年度文部科学省委託事

業) 2005年.
(25)Loi du 20 juillet 1931 relative au rgime des bibliothques publiques des villes et de leur personnel.
(26)フランスの省庁名は頻繁に改編される｡
(27)Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberts des communes, dpartments et des rgions.
(28)岸美雪 ｢地方分権法と図書館｣

日仏図書館研究

No.12

日仏図書館学会

岸美雪 ｢フランスの地方分権による公共図書館制度の変遷｣
会

1986年

日仏図書館情報研究

pp.29-41.
No.25

日仏図書館情報学

1999年 pp.7-12.

(29)Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative  la rpartition des comptances entre les commune, dpartments,
rgions et l'tat.
(30)Loi n°2004-809 du 13 aot 2004 relative aux liberts et responsabilits locales.
(31)Janine Cardona, Chantal Lacroix, Chiffres clés 2007. Statistiques de la culture ＋ Mini chiffres clés, La
Documentation Franaise, 2007, p.64.
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中国の持続可能な発展のための教育 (ESD) の
概念における ｢発展観｣ の検討
A Study of the Development Philosophy of Education
for Sustainable Development (ESD) in China

鶴見

陽子＊

TSURUMI Yoko

Abstract
In China, ESD is becoming increasingly popular against the backdrop of one of the nation's
most serious problems, the crisis of sustainability. However, terms which are unfamiliar in the
international context of ESD, such as "modernization," "international competition," and
"market economies," are commonly found in ESD practice in China. For successful promotion
of China's ESD through international cooperation, it is important to understand the development philosophy of the values, theories, and practices behind ESD in China. Therefore, this article analyzes the development philosophy of China's ESD.
The development philosophies of two representative practices of ESD in China, namely, ESD introduced into the national curriculum and ESD introduced by UNESCO, reflect the philosophy
of China's national development strategy, in which it is believed that economic development
and nature conservation can be made compatible by improving the political and economic systems and through technological innovation. This can be understood as a theory of improvement within a traditional system. Under this theory, training of experts in scientific
technology is the main aim of ESD, and practices emphasize operational learning in order to
acquire the necessary technological knowledge and ability.
However, education is a dynamic system which sometimes overturns existing theories. The
creation of a set of principles, based on which people and society should think and act, is at the
core of ESD. Therefore, it should be considered whether these practices provide learning contents to allow students to reconsider development philosophy, and lead them to create their
own sets of values.
The development philosophy of China's ESD is now clear, but another issue has arisen. In
China, NGOs, particularly those concerned with the environment, have increased in recent
years. It should be expected that ESD practices and the values those practices are based on will
be diversified by the level of commitment of those groups to the original philosophy behind
ESD.
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. 本論の課題
１. 問題の所在
環境問題をはじめとする地球的課題の深刻化を背景に､ 持続可能な開発のための教育 (Education for Sustainable Development､ 以下 ESD と略称)１を推進するための取り組みが､ 国際､ 地
域､ 国家､ 準国家､ また政府､ 市民・NGO､ 民間といったあらゆるレベル・領域において活発化
している｡ こうした国際的動向の影響を受け､ また持続可能性の危機という深刻な国内事情を背景
に､ 中国においても ESD の実践が広がりつつある｡
中国における ESD の起点は､ 国家発展の基本戦略のひとつに定められている持続可能な発展戦
略に見出される｡ 1994年に発表された持続可能な発展のための行動計画
中国21世紀人口､ 環境及び発展白書

中国21世紀アジェンダ−

(原文：中国21世紀議程−中国21世紀人口､ 環境与発展白皮

書､ 本論では中国語の原文を ( ) 内で示す) には､ 教育が計画全体に関わる重要事項であること
が記されている｡ これ以降､ 1970年代より国務院環境保護指導班 (国務院環境保護領導小組､ 現国
家環境保護総局)２及び国家教育委員会 (現教育部)３のもとで実施されてきた環境教育は ESD へと
方向付けられ､ 2003年には

小中高校環境教育特定課題教育大綱

(中小学環境教育専題教育大綱)

が発布され､ ESD が実質的に国家教育計画に組み込まれることとなった｡ また､ 1998年から北京
市を中心に実施されてきたユネスコ ｢環境､ 人口及び持続可能な発展のための教育｣ (環境人口与
可持続発展教育､ Education for Environment, Population and Sustainable Development､ 以
下 EPD 教育と略称) プロジェクトは､ 2005年からの ｢国連持続可能な開発のための教育の10年｣
(Decade of Education for Sustainable Development､ 以下 DESD と略称) の開始を受け､ その
名称と内容を ESD へと転換し､ 全国的な普及に力を入れている｡
このように中国においては､ 持続可能な発展という国家政策を背景に ESD が広がりつつあるが､
当然その理念や課題､ 方法には中国の社会文化・経済的背景が反映されている｡ なかでも着目した
いのが､ ESD の意味づけが ｢21世紀に見合う人材の育成､ 持続可能な発展戦略の実施､ 及び現代
化した強国の建設のため｣ (教基

2003

16号 ｢教育部関于印発《中小学環境教育実施指南 (試行)

》的通知｣) とされ､ また指導思想が ｢現代経済社会が必要とする主体的精神と持続可能な発展思
想を形成｣ (聯合国教科文組織・環境人口与可持続発展教育全国工作委員会､ 2004：49) すること
に置かれるなど､ ｢現代化｣ ｢強国｣ ｢経済社会｣ や､ その他にも ｢国際競争｣４や ｢市場経済｣５など､
ESD の国際的文脈では馴染みの薄い言葉が見られることである｡ 確かに､ ESD の国際推進機関で
あるユネスコが ESD の特徴のひとつに ｢地方に根ざし､ 文化的にも適切である｣ (UNESCO, 2005
：30) ことを挙げているように､ 国や地域によって､ 特に先進国か開発途上国かによって､ 優先し
て取り組むべき課題は異なる｡ しかし､ 中国の ESD から感じられる違和感は単なる課題の相違に
よるものではなく､ 持続可能な発展とは何かという ｢発展観｣ に関わることである｡ そこで本論は､
中国の ESD の概念における発展観を検討する｡
持続可能な発展に地球規模での取り組みが求められる以上､ ESD においても国際協調が必須で
ある｡ そのためにはそれぞれの理論や実践が基盤とする発展観を明らかにし､ そこから共通のヴィ
ジョンの構築に向けて議論を深め､ 異なる価値観をすり合わせていくことから始めなければならな
い｡ しかし実際には発展観については不問のまま､ 地球的課題を扱う教育活動が一括りに ESD と
称される傾向にある｡ このような状況において､ 本論で中国の ESD の発展観を明らかにすること
は､ 自分たちが推進している ESD の理論や実践がもつ発展観を客観的に位置づけるための視座を
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提供することになり､ これは ESD をめぐって国際的な対話を進めていくための前提となるだろう｡
２. 先行研究の検討
持続可能な発展論に共通して見られるのは､ 生態系を破壊し､ 貧富の格差を拡大してきた自由放
任主義に基づく新古典派経済学や新自由主義､ グローバル資本主義に対する批判である｡ しかし､
｢持続可能な発展｣ はイデオロギーを多分に含んだ概念であり､ それを達成するための手段や方法
はその理論が拠ってたつ立場によって異なる｡
深井 (2005) は､ 持続可能な世界の構築を目指す諸理論のヴィジョン､ 戦略､ 政策を､ 主権国家
体制と資本主義体制を基本軸とする枠組みを用いて比較・分析し､ 体制内改良論､ 中間論､ 体制改
革論への分類化を試みている｡ 体制内改良論は､ 現体制の改良や管理の改善によって､ 生態系と調
和した経済成長が可能であり､ また経済成長は持続可能な発展にとって必要であるとする理論であ
る｡ この理論からは､ 循環型経済の確立や省資源､ 代替資源､ リサイクルなどの技術開発､ また情
報・知識社会への移行などが戦略目標として導き出される｡ 中間論は､ 現体制を基本的に維持した
まま､ どちらかの一部の変革を必要とする理論である｡ この理論は更に､ ①主権国家体制を維持し
ながら､ 経済体制の一部変革を説くもの､ ②主権国家体制を一部変革し､ 経済体制の維持を説くも
の (実際にはこの類型に当てはまる理論は見当たらない)､ ③両体制の一部変革を説くもの､ の３
類型に分けられる｡ 体制改革論は､ 近代文明の基礎にある思想や哲学､ 価値観を再検討し､ 現行の
体制を根本的に変革していくことを主張する理論であり､ これもまた①主権国家体制の存続を認め､
資本主義体制の変革を説くもの､ ②資本主義体制の存続を認め､ 国家主権の後退を展望するもの､
③両体制の変革を説くもの､ に分類される｡ 更に､ ①類型は経済活動のあり方によって中央統制型
経済論と分散型自立経済論に分けられ､ また②類型は国家権力の移行先として超国家レベル､ サブ
国家レベル､ または双方のどれを想定しているかによって分けられる｡ 同様に③類型も､ 国家主権
を超国家レベル､ サブ国家レベル､ もしくは双方に移譲し､ それに伴い経済体制も超国家レベルで
の統制型､ 地域分散型､ もしくは双方が補完しあう形態が想定される｡
深井は､ 諸理論を精細に類型化することで共通点と争点を整理し､ とりわけこれまで理論が交わ
ることのなかった体制内改良論と体制改革論の間に､ 新たな統合に向けた対話を促進することを目
指している｡ これまでも､ 例えばグリーン派が自らを､ 現存の政治・経済システムの枠内において
個々の環境問題を解決できると考える自然保護主義から区別するなど (ドブソン､ 1999)､ ひとつ
の対立軸をもって自らの独自性を主張する理論は存在したが､ 深井の研究は地球レベルの持続可能
性に関する諸理論を総体的にとらえ､ それぞれを客観的に位置づけたことに価値がある｡
ESD 論において､ 自らの世界観や発展観を明確に提示している代表的な理論には次のようなも
のがある｡ フィエン (Fien, 1993) が提唱する環境のための批判的教育は､ 社会的・生態学的持続
可能性を志向していることから ESD 論として位置づけることができるが､ それは個人及び社会的
な価値観､ プロセス､ 制度､ 構造の根本的変革を目指すものとして構想されている｡ また今村ら
(2005) は､ 産業社会の再生産装置として機能してきた従来の教育に対し､ 持続可能性に向けた教
育は社会変革へと向かう価値志向的な､ 故にコミュニケーションを必要とする教育であるとしてそ
の理論構築を試みている｡ 中国の ESD 研究においては､ 張 (2004) が ESD の国際的理論に拠り
ながら概念を整理し､ 実践から評価までの手引きを記しており､ また張と田 (2002) は環境教育か
ら ESD への変遷を整理し､ 課題の広がりや多様な方法といった特徴によって ESD を説明してい
る｡ しかし､ これらは発展観を軸に独自の理論構築を試みたものではなく､ したがって自らの発展
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観に対して自覚的であるかどうか明らかではない｡ いずれにせよ､ 実践の広がりに反して ESD の
理論研究はあまり活発ではなく､ 深井の研究に相当するような､ 世界観や発展観に焦点をあて､
ESD をめぐる諸理論を総体的にとらえる研究は見当たらない｡
そこで本論は､ 深井の分析枠組みに示唆を得ながら中国の ESD を検討していく｡ 本節 ｢. 本
論の課題｣ に続き､ ｢. 持続可能な発展戦略と ESD｣ では､ 中国の ESD が国家の持続可能な発
展戦略を起点としていることに着目し､ その発展観を明らかにする｡ 次に､ 中国の２つの代表的な
ESD の取り組みを ｢. 国家教育計画における ESD｣ 及び ｢. ユネスコ ESD プロジェクト｣
において検討するが､ 各節ではそれぞれの背景を整理し､ ガイドラインの理念及び学習内容から発
展観の分析を行う｡ また､ 教育は新たな発展観を創りだし､ 時には従属する概念や体制を内側から
覆す｡ そこで分析視点として､ 学習内容や方法に発展観を再考する契機が含まれているかという点
を加える｡ 最後に､ ｢. 比較考察とまとめ｣ において､ これらの ESD の発展観の共通点と相違
点を､ 持続可能な発展をめぐる諸理論､ 及び ESD の国際的基準を提供している

DESD 国際実施

(DESD International Implementation Scheme) に拠りながら整理する｡

計画

. 持続可能な発展戦略と ESD
中国の ESD は国家の持続可能な発展戦略の中に明確に位置づけられている｡ 教育部は
校環境教育実施ガイドライン

小中高

(中小学環境教育実施指南､ 2003) の配布にあたり､ ESD の実施が

｢我が国の環境保護という基本国策を徹底的に実施し､ 全民族の環境意識と科学文化的資質を向上
させる基礎となり､ また我が国が21世紀に見合う人材を育成し､ 持続可能な発展戦略を実施し､ 現
代化の進んだ強国を建設するための重要な措置である｣ (教基
小学環境教育実施指南 (試行)

的通知｣) と通知している｡ また､

続可能な発展のための教育 (EPD) プロジェクト
組織

2003

環境人口与可持続発展教育 (EPD) 項目

16号 ｢教育部関于印発
ユネスコ

中

環境､ 人口及び持

プロジェクト・ガイドライン

(聯合国教科文

項目指南､ 2002) は､ ESD が ｢持続可能な発展

戦略を実行するための基礎｣ であり､ ｢持続可能な発展戦略を全面的にやり遂げるための必要前提
条件｣ であること､ そして ｢持続可能な発展戦略をさらに確実なものとするには､ 持続可能な発展
のための教育を十分に重視しなければならない｣ と､ 持続可能な発展戦略における ESD の重要性
を繰り返し強調している (聯合国教科文組織・環境人口与可持続発展教育全国工作委員会､
2002)｡ したがって､ 中国の ESD の発展観を明らかにするには､ 持続可能な発展戦略を踏まえて
おく必要がある｡
持続可能な発展戦略の起点は､ 1994年に発表された

中国21世紀アジェンダ

にある｡ 全20章78

項目から成るアジェンダは､ 社会､ 経済､ 資源・環境の視点を網羅する全体戦略を描いており､ こ
れに基づき環境保全や生態系保護に対する国家予算の増加､ 環境､ 資源､ 災害､ 人口に関する一連
の法律体系の確立､ 各種の計画策定などが行われてきた｡ その序言には次のようにある｡
中国は発展途上国であるため､ 社会生産力を高め､ 総合国力を強化し､ 人民の生活水準
を絶えず向上させようとするならば､ 揺るぐことなく国民経済を第一に置き､ 経済建設を
中心に各業務を配置し､ 展開しなければならない｡
ここには､ 経済発展を至上の命題とする中国の特徴が反映されている｡ そして莫大な人口､ 資源
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の不足､ 経済と科学技術の遅れが経済発展の制約になっているという認識に立ち､ 持続可能な発展
に向けた課題はこれらの制約を取り除いていくことに置かれる｡ 教育の役割もここに見出され､ 第
６章 ｢教育と持続可能な発展能力の建設｣ は､ 国家の持続可能な発展を方向付けるという重要な役
割を担う政策決定者の育成､ 不足する資源という問題に高度な科学技術をもって対処する科学技術
専門員の育成､ 莫大な人口､ 特に余剰労働力や資質の低い労働者を発展に資する人材に育成するこ
とを課題としている｡ 同章 B 項 ｢教育建設｣ にある ｢教育を受ける者に対する持続可能な発展思
想の教え込みを強化｣ することや､ ｢初等教育から高等教育までのすべてのプロセスに持続可能な
発展の思想を貫く｣ ことは､ ESD の根拠となっている箇所であるが､ これも政策決定者､ 科学技
術専門員及び労働者の育成という目標下に置かれていることに留意したい｡
このように持続可能な発展戦略からは､ 現在の政治経済体制の改良や制度の改善､ 技術革新によっ
て経済発展と環境保全の両立を図るという発展観を読み取ることができる｡ 2004年の共産党第16期
中央委員会第４回全体会議において ｢いくらかゆとりのある社会｣ (小康社会) の全面的な構築を
目標に､ ｢人を基本とする｣ (以人為本) ｢調和のとれた社会｣ (和諧社会) が新たな発展理論として
打ち出され､ それ以降､ 経済の量的拡大から質的向上への転換が図られている｡ しかし､ ｢国民経
済と社会発展の第11次５ヵ年計画 (2006〜2010年)｣ (国民経済和社会発展第11個５年規画) では
2010年の国民１人当たりの GDP を2000年の２倍にすることなど､ 依然として高い経済成長が目標
に掲げられており､ 経済発展と資源・自然との関係で持続可能な発展をとらえるという基本的な図
式は維持されている｡

. 国家教育計画における ESD
１. 環境教育から ESD へ
中国において ESD は環境教育の新しい形であると理解される｡ そこで先ず､ 環境教育から ESD
への変遷に焦点を当て､ ESD の概念を整理する｡
張と田 (2002) は､ 環境教育の歴史を次の４段階に区分している６；①政府幹部や科学技術専門
員､ また都市部の重工業企業に対して環境保護の呼びかけが始まった ｢萌芽段階｣ (1973〜1977年)
；②環境保護部門が進めてきた環境教育に教育部門が参入し始めた ｢開始段階｣ (1978〜1986年) ；
③初等中等教育の総則や関連学科の教学大綱に環境教育への要求が見られ､ 環境教育をテーマにし
たシンポジウムの開催､ 教員養成や教材開発など､ 教育課程への本格的な導入が進められた ｢発展
段階｣ (1987〜1995年)；④世界自然保護基金 (WWF) による ｢中国小中高校緑色教育行動｣ (中
国中小学緑色教育行動) プロジェクトをはじめ､ 民間環境保護団体の登場､ ｢緑色大学｣ の実践な
ど､ 参加型の新しい環境教育が行われ､ ESD へと向かい始めた段階 (1996年〜) である｡
この一連の過程から見て取れるように､ 環境教育は政府幹部の環境意識の向上を目指す宣伝教育
や環境分野における科学技術専門員の育成から､ 全人民を対象とする基礎教育や社会教育の領域へ
と広がっていった｡ 尚､ 政府幹部の意識向上や科学技術専門員の育成は一貫して環境教育の核心に
置かれ (黄・張､ 2002)､ それは環境教育が ESD としての新たな段階に入った現在においても同
様であり､ このことは中国の ESD をとらえる上で重要な点である｡
環境教育から ESD への転換は､ 上記歴史区分の最後の段階 (1996年〜) に見られる｡ しかしこ
れに先立ち､ 1992年の ｢環境と開発のための国連会議｣ が､ 諸外国と同様に中国の環境教育にもた
らした影響は見逃せない｡ ｢持続可能な開発｣ を人類共通の目標と定め､ その具体的方策が討議さ
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【表１】環境教育から ESD へ
従来の環境教育

新しい環境教育 (ESD)

重点

知識中心

知識の教授､ 価値観の教育､ 能力育成

知識

自然科学系

自然科学系､ 人文科学系

教育方法

教え込み式､ 説教式､ 命令服従型､ 受動的学習

教え込み式､ 探求型学習､ 反省型学習

評価

単一的評価体系

多元的・多層的・多角的評価体系

田青 (2003) をもとに筆者が作成｡

れた同会議､ 及びその成果文書である

アジェンダ21

では､ 持続可能な開発の実現における教育

の重要性が強調され､ これを受けて中国の環境教育は従来の環境教育を反省的にとらえ直し (黄・
張､ 2002)､ さらに1994年の

中国21世紀アジェンダ

は ｢持続可能な発展のための環境教育｣ と

しての自覚を高める契機となった｡ 従来の環境教育とは､ 環境汚染とは何か､ 技術的にそれをいか
に解決し､ またいかに被害を避けるかを教える知識中心・教え込み式の宣伝型環境教育のことであ
る｡
その後､ 1997年から始まった ｢小中高校緑色教育行動｣ では新しい環境教育､ すなわち ESD が
具体的な実践として登場した７｡ ｢小中高校緑色教育行動｣ とは､ 国家教育委員会 (現教育部) 及
び WWF による全国の小中高校に ESD を推進するプロジェクトであり､ ブリティッシュ・ペトロ
リアム (BP) 社が出資し､ 実務は北京師範大学､ 華東師範大学､ 西南師範大学に委託された｡ ESD
の理念や内容､ 方法は､ WWF の支援のもと､ これらの師範大学を中心に全国12ヵ所に設置された
環境教育トレーニング・センターを拠点として現場の教員に伝えられ､ 実践では各教科や課外活動
の全面に ESD を浸透させることが求められる｡
従来の環境教育から ESD への転換を､ 田 (2003) は次のように整理している (表１参照)｡ 従
来の環境教育においては､ 環境問題を単一的にとらえ､ 知識を増やすことや現象を科学的に理解す
ることが求められたが､ ESD では､ 環境問題を政治､ 経済､ 社会､ 文化､ 歴史を含むより広い文
脈からとらえ､ 自然を愛する心や生命の尊重といった価値観､ また実践能力や問題解決能力の育成
に重点が置かれる｡ したがって ESD は､ 国語､ 英語､ 社会､ 歴史､ 思想道徳､ 美術､ 音楽といっ
た自然科学系以外の教科でも取り組まれる｡ 教育方法は､ 従来の教え込み式に加えて探究型学習や
反省型学習など多様な方法が採用され､ それに伴い評価もより多元的なものとなる｡
子どもの全面的発達を重んじ､ 主体性や創造性､ 実践能力を培う ESD は､ 資質教育 (素質教育)
を柱にした1990年代からの教育改革と方向性を共有するものとして高く評価されている｡ 教育部は
2003年に

小中高校環境教育特定課題教育大綱

を発布し､ ESD を地方及び学校カリキュラムの

枠内で実施することを要求している｡ またその実施にあたり､ 環境教育及び ESD に関する初の国
家文書である

小中高校環境教育実施ガイドライン

を配布した｡ これにより中国の ESD は､

1992年からの萌芽期及び1996年からの開始段階を経て､ 新たな発展段階に入ったと言えよう｡
２.


小中高校環境教育実施ガイドライン

に見る ｢発展観｣

基本理念の検討
小中高校環境教育実施ガイドライン

(2003) は､ ｢小中高校緑色教育行動｣ の経験のうえに編

纂された｡ ガイドラインには､ 基本理念と目標､ 学習内容､ また学校管理やカリキュラム設計､ 授
業の進め方､ 評価など､ ESD を実践するための具体的な方法が記されており､ 中国の新しい環境
教育すなわち ESD の理念をもっとも反映しているものと言えよう｡
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先述のとおり､ 中国の ESD は持続可能な発展戦略の中に明確に位置づけられている｡ そこでガ
イドラインにある基本理念に､ 持続可能な発展戦略の発展観がどのように反映されているのかを検
討する｡ ESD の基本理念は次のように定められている (中華人民共和国教育部編､ 2003：7-8)｡
①

世界は普遍的につながっており､ 相互に依存していることを認識するよう生徒を導く｡

②

生物多様性を大切にし､ 様々な文化の環境への影響に関心を払うよう生徒を導く｡

③

生徒が持続可能な発展の内容を理解するよう導く｡

④

環境問題の解決に積極的に参与するよう生徒を導き､ 環境に対する責任感を培う｡

より具体的な内容としては､ ①は､ 生態系が地球全体でひとつの系統を成しているように､ 個人､
家庭､ コミュニティ､ 国家､ また政治､ 経済､ 文化､ そして人類社会と自然もつながり､ 相互依存
の関係にあることを認識し､ よって自然の法則を尊重し､ これらの関係の調和を図ること；②は､
生物多様性と文化多様性は持続可能な発展にとって同等に重要であり､ したがってあらゆる種の生
存環境と生存の権利の保護を重視するとともに､ 各民族が多様な生活様式と発展モデルを採ること
を尊重すること；③は､ 人類の行為が環境にもたらす正と負の影響を理解し､ 環境破壊を減少ない
しは回避すること､ 精神と物質の調和のとれた発展を強調すること､ また資源の利用や環境の管理
をめぐっては地域・国家間の協力を強化し､ 現代世代の要求を満足させると同時に､ 後代の人類及
びその他の生命の生存と発展の基盤となる資源と環境を保護しなければならないという持続可能な
発展の内容を理解すること；④は､ 身近な環境問題の解決に参加することで､ 環境に対する感性と
知識を身につけ､ また環境問題の複雑性を認識し､ 問題解決に必要な能力と責任感を培い､ 環境に
対する慎重な態度を身につけること､ となっている｡
これらの基本理念には､ 政治､ 経済､ 社会・文化､ 環境の全体から持続可能な発展をとらえる視
点､ また知識の教授だけでなく､ 生物多様性や文化多様性の尊重､ 資源や環境をめぐる地域間・世
代間の公平といった持続可能な発展の実現に求められる価値観の涵養､ そして環境に対する感性や
責任感､ 態度を含めた問題解決能力の育成など､ 表１に見た ESD の特徴が反映されている｡
こうした基本理念は､ 一見すると､ 経済発展を至上の命題とする発展戦略とは無縁のように思わ
れる｡ しかし､ 基本理念③にある ｢現代世代の要求を満足させると同時に､ 後代の人類及びその他
の生命の生存と発展の基盤となる資源と環境を保護しなければならない｣ という考え方は､ ブルン
トラント委員会報告書

我ら共通の未来

(Our Common Future, 1987) における持続可能な発展

の定義､ ｢将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく､ 今日の世代のニーズを満たすよう
な発展｣ を想起させる｡ この定義は ESD の文脈においてしばしば引用されるが､ ブルントラント
報告書には､ 経済発展を最優先課題とする発展途上国の意向と環境保全の両立を国際政治の課題と
して位置づけようとする政治的意図が含まれていること､ またそれは､ ローマクラブ報告書
の限界

成長

(The Limits to Growth, 1972) 以来主流となっていた環境保全と経済のゼロサム関係を

想定した諸理論を覆すものであり (深井､ 2005)､ 経済成長と環境持続性という ｢限界｣ との折り
合いをつけようとするものであったこと (今村編､ 2005) を踏まえておきたい｡ これはまさに､ 経
済発展を最優先課題に置き､ 社会制度の改善や技術革新によって環境保全との両立を図ろうとする
持続可能な発展戦略の発展観に通じるものであり､ ESD の基本理念に重ね読むことができる｡
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ではこうした発展観に基づいてどのような学習内容が設定されているのか､ またそこには既成の
187

発展観を乗り越える契機が含まれているのか､ ガイドラインに記さている学習内容から検討する｡
学習内容は､ 学習目標に準じて次の３つの領域に分類される；自然や他者､ 多様性の尊重､ 権利・
義務意識の向上､ 責任感の涵養を目標とする ｢感情・態度・価値観｣；問題の発見と解決方法の設
計・実施､ また情報収集能力やコミュニケーション能力の育成を目標とする ｢プロセスと方法｣；
人と環境との関係､ 環境問題が人々にもたらす影響､ 自然環境と生態系､ 経済技術､ 社会生活､ 政
策・法律､ 環境保護への参加についての理解を目標とする ｢知識・能力｣ である｡
経済発展と環境保全の両立を可能とする発展観のもとでは､ 今日の環境問題は科学技術や社会経
済制度の限界によるものであり､ したがって科学技術の向上と社会経済制度の改善によってこの局
面を打開することができると考えられる｡ これを反映するかのように､ 学習内容では ｢知識・能力｣
に比重が置かれ､ 環境問題を ｢表面的な現象｣ (田､ 2002：35) として科学的に理解することや､
観察やデータを用いた問題分析や技術的な解決を目指す操作型学習が多く見られる｡
一方､ ｢感情 ･ 態度 ･ 価値観｣､ ｢プロセスと方法｣ 及び ｢知識・能力｣ の一部は､ 環境問題をより
広い文脈からとらえる視点や､ 価値観､ 実践能力や問題解決能力の育成といった ESD の特徴を呈
する学習内容を提供している｡ これらは､ 発展観の再考と発展観の創造の契機を含んだものである｡
｢感情・態度・価値観｣ の中学 (７−９年) 及び高校 (10−12年) 段階には､ 環境問題をグロー
バルかつ歴史的文脈の中でとらえ､ 平等や公正といった社会構造的視点から考察する内容が見られ､
ここには学習が広がりと深まりをもち､ 問題の根源及び社会や文化が共有する価値観や発展観にま
【表２】学習の広がりと深まり
学年
感情･態度･
価値観

内

容

・

要

求

７−９

平等と公正の概念を形成し､ 世界の資源分配の不公平な現状とその歴史的根源を認識する｡

10−12

資源利用と環境管理では弱者集団に注意を払い､ 社会の公正と公平を促す行動をとる｡
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(2003) ｢学習内容｣ より抜粋｡
【表３】文化多様性への理解

学年
感情･態度･
価値観

知力・能力

内

容

・

要

求

１−６

異なる伝統文化をもつ人々が自然を認識し､ 保護する方法や習俗を尊重する｡

７−９

地元の知恵や文化多様性を尊重する｡

10−12

文化多様性を大切にし､ 危機にある文化遺産の保護に関心をもつ｡

１−６

文化が異なることにより､ 衣食住にも差異が存在することを知り､ この差異が環境に及ぼ
す影響を理解する｡

７−９

異なる地域や国家､ 民族の衣食住における異なる生活様式を理解し､ これらの生活様式と
環境の相互関係と作用について分析する｡

10−12

持続可能な発展に効果的な多種多様な生活様式を知る｡
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(2003) ｢学習内容｣ より抜粋｡

【表４】科学技術の限界・両面性に関する学習
学年

内

容

・

要

求

１−６

環境保護における科学技術の作用とその限界を理解する｡

７−９

科学技術が経済社会の発展を推し進めると同時に､ 人類と環境に負の影響をもたらしてき
たことを知る｡

知力・能力
10−12

人類と環境の関係の変化する歴史の中で科学技術がもたらした作用と影響を理解する｡ 科
学技術の誤用や乱用は自然環境を破壊することを知る｡
科学技術は一部の人々に利益をもたらすと同時に､ その他の人々にとっては損害をもたら
すことがあることを知る｡
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(2003) ｢学習内容｣ より抜粋｡
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で学習が開かれる可能性が見出される (表２参照)｡ また､ 文化多様性についての学習が全学年を
通して提供されている (表３参照)｡ 自然との関わり方や生活様式の違いなど､ 多様な文化につい
て学ぶことは､ 自らの生活や社会､ 発展のあり方を振り返る契機となるだろう｡ さらに､ 科学技術
の限界と両面性についての学習に着目したい (表４参照)｡ 科学技術の限界や､ その正と負の影響
についての学習は､ あらゆる問題は科学技術の進歩によって解決可能であるとする発展観を反省的
にとらえ直すきっかけとなり､ テクノクラシーや科学至上主義に歯止めをかけることにもつながる
だろう｡
また､ 発展観の再考と創造において学習課題と同様に重要となるのが､ 批判的思考と価値形成能
力である｡ 学習内容には､ 問題や状況､ 情報についての客観的かつ批判的な考察､ 思考の構築と伝
達・交流､ 他者への傾聴を通じた価値形成のプロセスがあげられており､ これは発展観を批判的に
考察する力や多様な発展観の中から新たな発展観を選択・創造する力に結びつくだろう (表５参照)｡
このプロセスは､ ガイドラインにある教員への建議によって補われる｡ それらは､ 教師と生徒の関
係に関する伝統的な認識を転換させること､ 教材開発の際には環境問題をめぐる多様な観点を取り
入れること､ 環境に対する多様な立場や見解について討論し､ 自らの価値観や道徳的規範を確立し､
それに則って行動するよう生徒を導くことなどである｡

【表５】批判的思考と価値形成
学年

プロセス・
方法

内

容

・

要

求

１−６

感覚を通じて環境を感じ取り､ 思考することや他者に傾聴すること､ 討論することを学ぶ｡

７−９

周囲の環境を観察また思考し､ 環境に対する自らの考え方を交流させる｡
地域や地球の環境現象や環境問題を観察､ 説明し､ これを批判的に思考する｡

10−12

各種情報の出所と調査類型の対応関係を明確にし､ 自分が収集した情報の正確さと信頼性
を評価する｡

小中高校環境教育実施ガイドライン

(2003) ｢学習内容｣ より抜粋｡

こうした学習内容が､ 即座に既成の発展観の再考や新たな発展観の創造につながるわけではない｡
しかし､ 学習が広がりと深まりをもつことで社会構造が抱える矛盾に行き当たること､ 多様な文化
や発展のあり方を学ぶことで自分たちの社会の価値観や発展の方向性に疑問を呈すること､ 科学技
術が万能ではないことを知ることで経済発展と環境保全の両立の可能性に懸念をもつことは想定さ
れる｡ つまり中国の ESD は､ 持続可能な発展戦略の中に位置づけられながらも､ その発展観を揺
るがすという矛盾を包含している｡ この矛盾に実践ではどう取り組むのか､ 今後の検討課題である｡

. ユネスコ ESD プロジェクト
１. EPD 教育から ESD へ
全国規模で推進される国家教育計画における ESD に対し､ 北京市を中心に推進されてきたのが
ユネスコ EPD 教育 (現 ESD) プロジェクトである８｡ EPD 教育は元来､ 持続可能な発展に向けて
具体的な課題を扱う教育として ESD の枠組み内に位置づけられてきたが､ 2005年の DESD の開始
にあたり､ より包括的な概念である ESD への転換を図った｡ ここでは先ず EPD 教育プロジェク
トを概説し､ 次に EPD 教育から ESD への変遷に焦点を当て､ 概念を整理する｡
EPD 教育プロジェクトとは､ 1992年の ｢環境と開発のための国連会議｣ の成果文書
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アジェン

ダ21

の第36章 ｢教育､ 意識啓発､ 研修の推進｣ のタスク・マネージャーとして使命を受けたユネ

スコが､ 持続可能な開発のための市民意識の向上や教育の推進を目的に､ 1994年より開始した国際
的な教育プロジェクトである｡ 1995年､ ユネスコ・アジア太平洋地域中央事務局 (PROAP) は北
京で EPD 教育に関する会議を開催し､ 中国､ インド､ 韓国､ 朝鮮､ モンゴル､ フィリピン､ スリ
ランカ､ タイの代表者により､ 各国における EPD 教育の実施と同地域における協力が合意された｡
中国では､ ユネスコ中国国内委員会の委託のもと､ 上海教育科学研究院による予備調査及び北京市
における試験的実践を経て､ 1998年より北京教育科学研究院の主導のもとで実施されてきた｡
EPD 教育の目的は､ ｢青少年と社会全体を対象として､ 環境､ 人口､ 持続可能な発展のための教
育を行い､ 環境を保護し､ 人口の資質を高め､ 社会の持続可能な発展を促進すること｣ に置かれ､
実践は､ 小中高校の国家カリキュラム及び地方・学校カリキュラムにおいて､ 各教科に EPD 教育
を浸透させ､ あるいはテーマ学習や活動の時間を設けて行われる｡ 実践する教科は､ 小学校では国
語､ 社会､ 理科を中心に､ 中学校・高校では地理､ 生物､ 化学を中心にほぼ全般にわたり､ 扱う課
題は環境汚染やごみ問題など環境に関するものが大半を占めている (王編､ 2004a；2004b)｡ プロ
ジェクトでは､ 国家､ 省・市､ 区・県など､ 段階的な教員研修を設けて実践を補い､ また､ 優秀実
践事例や研究論文の選出､ 絵画コンクールや優秀調査報告の選出などで教員と生徒を奨励している｡
2005年からの DESD の開始を受けて EPD 教育は ESD への転換を図るが､ 史 (2005a) はこの
転換を次のようにまとめている (表６参照)｡ EPD 教育は､ 持続可能な発展に向けた環境教育と人
口・健康教育という教育の限定的な分野を対象としてきたが､ ESD は､ 持続可能な発展を担う教
育であるという強い認識に立ち､ それにふさわしい教育内容や教育方法の変革・革新を積極的に進
めるものとなる｡ 教育目標は､ EPD 教育の目標である主体的精神や革新的精神､ 持続可能な発展
思想の涵養に加えて､ 持続可能な発展の価値観の育成を重視するものとなる｡ 持続可能な発展の価
値観とは､ すべての人々の尊重､ 後代の人々の尊重､ 文化多様性の尊重､ 生物多様性の尊重を含ん
だものとなる｡ そして教育内容は､ 環境や人口・健康問題といった限定的な課題から､ 社会､ 環境､
経済の領域にわたる課題へと広がり､ これらが教育内容に有機的に組み込まれる｡
DESD は､ EPD 教育の経験を振り返り､ 持続可能な発展の実現に向けて ESD を再定義する契
機となった｡ ESD の教育概念､ 教育目標､ 教育内容は､ DESD の戦略文書である
施計画

DESD 国際実

に拠るところが多い｡ しかしこの転換には､ ｢科学的発展観｣ (科学発展観) という中国の

新しい指導思想の影響も見られる｡ 科学的発展観とは､ 2003年の共産党第16期中央委員会第３回全
体会議において打ち出された､ ｢人を基本とする｣ (以人為本) を堅持し､ 科学的かつ合理的な観点
をもって､ 全体的で調和のとれた持続可能な発展を目指すという思想である｡ ここに見られる ｢人
を基本とする｣ や全体的､ 調和､ 持続可能な発展という目標は､ まさに持続可能な発展思想と重な
るものであり､ したがって､ ESD を実践することは ｢科学的発展観を着実なものとし､ 社会主義
【表６】EPD 教育から ESD への転換
EPD 教育

ESD

転換１：
教育概念

持続可能な発展のための環境､ 人口・健康教育｡

持続可能な発展に向けて､ 教育の観念や内容､ 教
育モデルの改革・革新を全面的に推進する｡

転換２：
教育目標

主体的精神と革新的精神の育成に重点をおく｡

主体的精神と革新的精神､ 持続可能な発展の価値
観の育成に重点をおく｡

転換３：
教育内容

環境､ 人口・健康問題といった一部の問題を扱う｡

社会､ 環境､ 経済にわたる問題を扱う｡

史 (2005a) をもとに筆者が作成｡
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の調和のとれた社会 (和諧社会) を建設する｣ という人民共同の任務を果たすことになると解釈さ
れる (史､ 2005a；2005b；2005c)｡ このようにユネスコ ESD は､ 国際的動向に適宜対応しながら､
同時に国家政策の中に自らを積極的に位置づけることで､ その存在価値を高めているようである｡
２. 主体的精神と持続可能な発展思想
ユネスコ ESD もまた持続可能な発展戦略に位置づけられており､ さらに科学的発展観という新
しい指導思想を反映していることは先述のとおりである｡ そこで､ これらの発展観が ESD の概念
にどのように反映されているのか､
(EPD) プロジェクト

ユネスコ

環境､ 人口及び持続可能な発展のための教育

プロジェクト・ガイドライン

(2002) から検討する｡ ガイドラインには､

プロジェクトの背景や目標､ 基本理念や実験原則､ 実践の進め方､ 教員訓練や学校運営など､ 学校
実践からプロジェクト全体にわたる内容を網羅しており､ ユネスコ ESD の理念を読み取ることが
できる｡
プロジェクトの最終目標は､ ｢主体的精神とそれに相応する能力､ 並びに持続可能な発展思想と
それに相応する能力を備えた新世代の公民を育成すること｣ に置かれている｡ そして､ ここから
｢主体的精神｣ 及び ｢持続可能な発展思想｣ が基本理念として導き出され､ これに基づき ｢学習過
程における生徒の主体性を重んじること／環境､ 人口､ 持続可能な発展の内容を中心に教科を統合
し､ また各教科に思想を浸透させること／グループやクラス討論､ 探究活動を取り入れること／生
徒の科学的・革新的精神と能力､ またあらゆる面の発展を促すこと｣ (主体探求−総合浸透−合作
活動−創新発展) といった教室内授業における実験原則､ 及び ｢テーマ学習における生徒の主体性
を重んじること／環境保護､ 人口・保健､ 社会の持続可能な発展といった問題に関心を向け､ その
解決に向けて取り組むこと／生徒､ 教師､ 保護者､ 社会がそれぞれ協力して実践に取り組むこと／
生徒の革新的精神と能力､ またあらゆる面での発展を促すこと｣ (主体探求−関注社会−合作体験−
創新発展) といった活動における実験原則が定められている｡
この基本理念である ｢主体的精神｣ と ｢持続可能な発展思想｣ は､ ｢社会主義市場経済と国家現
代化建設に求められる新しいタイプの公民が備えるべき資質｣ (聯合国教科文組織・環境人口与可
持続発展教育全国工作委員会､ 2004：49-52) として位置づけられており､ ここには持続可能な発
展戦略に共通する発展観が見られる｡ 主体的精神は､ 個人が ｢生涯学習し､ 生涯発達していくため
に必要｣ なものであると同時に､ ｢経済社会の快速かつ持続可能な発展を促進する｣ ものとして重
視される｡ そこには市場経済や工業化の発展､ また世界市場における競争力を高めるためには､ 国
民の主体的精神を発揚しなければならないという認識がある｡ しかし主体的精神は､ 時に個人を自
己利益や短期的な利益の追求へと駆りたて､ 環境破壊や社会の混乱を引き起こし､ 発展の弊害に成
りうる｡ そこで ｢主体的精神｣ と併せて､ ｢現代人の利益と需要を満たし､ かつ次世代の利益と需
要を損なわない｣ という ｢持続可能な発展思想｣ を実践に取り入れることが求められる｡ これによ
り主体的精神は建設的な方向に発揮されると考えられている｡
国際的文脈において登場した ESD をいかに中国の国情に合うものとするのか｡ これは ESD 関
係者の関心が高まるところである｡ ｢主体的精神｣ と ｢持続可能な発展思想｣ は ｢中国的な特色の
ある ESD の基本理念｣ として高く評価されているが (王､ 2007)､ それは経済発展を堅持し､ 発
展を制約するものに対処するという持続可能な発展戦略の発展観と重ね読むことができる｡ ｢中国
化｣ された理念は真に ESD の本質に沿うものなのか､ 関係者が再考すべき課題のひとつである｡
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３. 学習内容の検討
最後に､ この発展観が学習内容にどのように反映されているのか､ またそこに発展観の再考と創
造の契機が見出せるかを検討する｡ 分析対象は､ ユネスコ ESD の実施主体である北京教育科学研
究院が編纂した北京市の初等中等教育用地方教材

環境と持続可能な発展のための教育

(環境与

可持続発展教育) である｡
同教材の学習内容の大まかな構成は次のようである｡ 小学校低学年では自然に親しむことや身近
なところから資源の大切さについて学習する｡ 小学校高学年になると､ 環境保護のための活動や問
題解決型の学習が主となり､ 活動範囲も家庭､ 学校､ 通学路､ コミュニティ (社区) へと広がって
いく｡ 小学校の学習内容は全て環境をテーマにしているが､ 中学校以降は社会・文化､ 経済､ 持続
可能な発展をテーマにした学習が多く見られる (表７参照)｡
経済発展と資源・自然との関係で持続可能な発展をとらえる視点は､ 学習内容の随所で見られる｡
中学第５課 ｢循環型経済へのアプローチ｣ は､ 循環型経済について学び､ 資源の保全や循環利用に
対する意識を高め､ それを実際の問題解決に適用することを学習目標としている｡ しかし､ 循環型
経済はひとつの経済モデルであり､ これが経済発展と環境保全の両立を目指していることがわかる｡
同様に､ 高校第４課 ｢緑の財産−環境の尊重､ 地球資源の尊重｣ では､ 環境友好型社会を ｢環境保
護の前提のもと経済成長を実現する｣ 社会と説明している｡ また､ 高校第１課 ｢人・環境・持続可
能な発展｣ で学習する ｢現代人と後代人の尊重｣､ 第２課 ｢青い空の下の仲間たち−現代人と後代
【表７】北京市初等中等教育地方教材
学

年

単
第１単元

小学１〜３年

第２単元
第３単元
第１単元

小学４〜６年

中

学

元
グリーンな校庭へ
大自然の中へ
大切な資源
グリーンな家庭

環境と持続可能な発展のための教育

＊１

タ

ル

課

校

＊１
＊２

ト

グリーンな校庭

第２課

グリーン校庭の小さなガイド

第１課

ナナホシテントウの旅行記

第２課

美しい四季

第１課

私の身近な資源

第２課

資源を大切にしよう

第１課

私が想像するグリーンな家庭

第２課

グリーンな家庭づくりのためにできること

第１課

通学路の環境を見よう

第２課

環境保護への私の提案

第２単元

通学路

第３単元

グリーンなコミュ 第１課
ニティ (社区)
第２課

私はコミュニティ (社区) の保健医
グリーンなコミュニティ (社区) のボランティア

第１課

北京の交通渋滞の解決の道はどこにあるのか

第２課

私たち共通の世界遺産

第３課

都市型現代農業

第４課

家電廃棄物はどこへ運ばれるのか

第５課

循環型経済へのアプローチ

第６課

高

イ

第１課

中国芯

＊２

による啓発

第１課

人・環境・持続可能な発展

第２課

青い空の下の仲間たち−現代人と後代人の尊重

第３課

多様な世界−文化多様性の尊重

第４課

緑の財産−環境の尊重､ 地球資源の尊重

第５課

持続可能な発展への大衆参加

第６課

調和のとれた社会 (和諧社会) の建設と享受

出版年は次の通りである；小学１〜３年 (2006)､ 小学４〜６年 (2007)､ 中学 (2006)､ 高校 (2007)｡
中国が開発したコンピュータの中央処理装置 (CPU) のこと｡
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人の尊重｣､ そして第６課 ｢調和のとれた社会の建設と享受｣ で学習する ｢人と自然の調和｣ は､
前述の

我ら共通の未来

(1987) による持続可能な発展の定義を再び想起させる｡

また､ 中学第６課 ｢ 中国芯

による啓発｣ は､ 革新及び革新型都市・国家について理解し､ 革

新的精神と能力を身につけることを学習目標に置いており､ 学習内容には､ 中国が今後10年にわた
り深刻な持続可能な発展の問題に直面すること､ そして ｢2010年までに我が国は､ 持続可能な発展
に応じた革新的な科学技術体系を打ち立て､ 自主革新を主に､ 持続可能な発展に関する重要問題を
解決する科学技術能力を備え､ 持続可能な発展戦略を全面的に推進する｣ とある｡ ここには､ 今日
の持続可能な発展をめぐる問題は科学技術の遅れに原因があるという強い認識と､ 科学技術の進歩
こそが発展の制約を取り除き､ 持続可能な発展を可能にするという科学至上主義の発想が見られる｡
教材は全般的に知識の習得や操作型の学習を求めており､ 発展観の再考や創造を促すような記述
は見られない｡ 例えば､ 中学の第４課 ｢家電廃棄物はどこへ運ばれるのか｣ の学習目標は､ 家電廃
棄物による汚染が地球規模の環境問題になっていることの理解､ 家電廃棄物の汚染問題に対する責
任意識の涵養､ 家電廃棄物の汚染状況についての調査・分析を通じた科学的処理方法の探究となっ
ている｡ ここでは､ 家電廃棄物がもたらす影響やその適切な処理方法についての学習が想定されて
いるが､ 問題の根底にある生産消費形態や産業社会のあり方についての問いは設定されていない｡
これらの学習内容では､ 都市型現代農業や循環型経済､ 環境友好型・資源節約型社会といった優
れた発展モデルから持続可能な発展の方向性を学び､ また持続可能な発展に求められる規範や価値
観−すべての人々の尊重､ 後代の人々の尊重､ 文化多様性の尊重､ 生物多様性の尊重−を習得する
ことが求められており､ 教材の ｢実践主義的＝行動主義的｣ (今村編､ 2005：16) 性質､ すなわち
価値形成のプロセスを含まずに実践・行動を重んじる性質が見出される｡ そこでは ｢持続可能な発
展｣ が､ そのイデオロギー性を問われることなく､ 一定の価値観として教えられるのである｡

. 比較考察とまとめ
本論は､ ESD という価値教育を国際的協力のもとで推進していくには､ それぞれの理論や実践
がもつ発展観を明らかにするところから始めなければならないという認識にたち､ 中国の持続可能
な発展戦略及び ESD の発展観の検討を試みた｡ 最後に､ 中国の２つの ESD を比較し､ 考察を加
える｡
本論で取り上げた中国の２つの ESD の発展観は両者ともに国家の発展戦略を色濃く反映したも
のであることが明らかになった｡ それは､ 経済をエコロジー化することによって環境保全と経済成
長が両立しうるとするエコロジカル近代化の考え方に通じるものである｡ エコロジカル近代化は持
続可能な開発論の主流であり､ その基調は

我ら共通の未来

(1987) によってつくられ､ 欧州連

合 (EU) や経済協力開発機構 (OECD) といった主要国際機関の発展戦略に引き継がれている｡
また､ レスター・ブラウン (2006) のエコ・エコノミー論にも同様の発展観が見られる｡ この発展
観のもとでは､ 環境問題は技術革新によって解決可能であり､ より高い環境基準を満たす技術の開
発と､ 市場メカニズムの是正と活用によって経済はさらに発展し､ 国際競争力が高まると考えられ
る｡ 中国においても､ 科学技術専門員の育成が ESD の核心に位置づけられていたこと､ また実践
に科学的知識の獲得や技術的解決を目指す操作型学習が多く見られたことを思い起こされたい｡
現国家体制を維持しながら､ グローバル資本経済に統合されることによって経済成長を目指す中
国の発展観は､ 深井 (2005) が体制内改良論と呼ぶものに位置づけられる｡ これは国家が示す発展
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観としては一般的なものであろう｡ しかし､ ここで問題としたいのはその是非ではなく､ 主流に対
してオルタナティブの発展観をもつ理論や実践が存在するかどうかということである｡ 例えば､ エ
コ社会主義､ 定常型経済､ サブシスタンス経済､ 一国家もしくは地域分散型の自立経済､ また､ コ
ミュニティ､ 地球市民社会､ 世界政府を構想する理論などがある｡ これらの理論間にも共通点や争
点が見られるが､ 共通して言えるのは､ 問題をより政治経済的構造から分析し､ 近代文明の根底に
ある価値観を問い直すところから新たなシステムづくりを提唱していることである｡ また､ 主流理
論が陥りやすい科学技術崇拝やテクノクラシーにも懸念をもっている｡
国際的な文脈において､ ESD はむしろこうしたオルタナティブの発展観に基づいたものとして
解釈される｡ ESD の代表的な推進機関であるユネスコは､ 持続可能な発展とは ｢現状を維持する
ためのものではなく､ 変革を目指し､ 変革を含意する｣ (UNESCO, 2004：12) ものであり､ そし
てこの変革は非常に ｢根本的な変革｣ であるとし､ 2005年の

DESD 国際実施計画

では､ 変革

に向けた新たな価値観の創造を ESD の中心課題に置いている｡ このように ESD は､ 意識啓発や
ライフスタイルの転換といった個人の変革以上のもの､ すなわち新しい価値観に基づく社会構造や
制度の変革を目指しており､ したがって倫理的・哲学的な問いを伴う実践となる｡ そこには､ 今日
の地球環境問題をもたらした産業社会の文化や構造､ パラダイムへの批判的検討があり､ また教育
がこうした社会を再生産するサブシステムとして機能してきたことへの反省に立つものである｡
本論で検討してきた中国の ESD も価値観の教育をその特徴としていた｡ 国家教育計画における
ESD では､ 生物・文化多様性の尊重､ 地域間・世代間の公平といった価値観が基本理念に含まれ､
またユネスコ ESD では､ 持続可能な発展の価値観の涵養を重視していた｡ また生産・消費形態や
ライフスタイルの転換も求められている｡ しかしこれらの ESD は､ 現在の政治経済体制の改良や
制度の改善､ 技術革新によって経済発展と環境保全の両立を図るという発展観を引き継いでおり､
したがってそこに見られる価値観の教育は根本的な変革を志向するものとはならない｡
しかし､ 教育はこうした既成の発展観を乗り越えていくダイナミックな営みである｡ また ESD
は価値教育であるという自覚のもと､ 既成の価値観を学ぶのではなく､ 価値観を創造することが求
められ､ このプロセス自体が ESD であると言える｡

DESD 国際実施計画

は､ 自分たちの社会

や文化の価値観を ｢認識する技能｣､ そしてこれらを ｢持続可能性という文脈のなかで評価する技
能｣ の習得を ESD の中心課題に置き､ ｢地方に根ざし､ 文化的にも適切な価値観を創造する｣
(UNESCO, 2005：６) ことを求めている｡ そこで本論は､ 発展観の再考と創造のプロセスにも着
目した｡
国家教育計画の ESD では､ 環境問題を社会構造的視点から考察すること､ 多様な文化や発展の
あり方について学ぶこと､ 科学技術の限界と両面性について学ぶことが､ 批判的思考や価値形成の
プロセスとともに学習内容に含まれており､ これらにより既成の発展観の再考と新たな発展観の創
造につながる可能性が示された｡ 一方ユネスコ ESD では､ 全般的に知識の習得や操作型の学習が
多い上､ 優れた発展モデルから持続可能な発展の方向性を学び､ また持続可能な発展に適した規範
や価値観を習得することが求められるため､ 発展観が再考の対象となる可能性は低いと言える｡
こうして中国の ESD は､ 経済発展と環境保全､ 科学技術に特徴づけられる発展観を引き継ぎ､
現在の社会システムの中で持続可能な発展への道を探るという発展観に基づくことが明らかになっ
た｡ これに対し､ これでは自然生態系についての学習や環境保護に重点を置き､ 環境問題の根本的
な解決に結びつくことのなかった ｢狭義の環境教育｣ と変わらないのではないかという批判が向け
られるかもしれない｡ しかしこれは､ 中国の国情に合わせた現実的な措置である｡ 一定の制約を受
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けながらも､ ESD 実践校が教科横断的な学習や総合的な学習・活動によって成果をあげているこ
と､ 一部の学校では ESD 教員チームをつくり､ 教材づくりなどに励んでいること､ また地域資源
の活用など学校の枠を越えた実践が見られることなど９､ 実践の意義は評価されるべきであろう｡
したがって重要なのは､ 異なる発展観を否定することではなく､ 本論で論じてきたように､ それぞ
れの ESD の発展観を明らかにし､ そこから国際協調に向けて深い対話を始めることである｡ また､
近年の中国において､ とりわけ環境分野における NGO が育ちつつある｡ こうした独自の理念をもっ
た団体の参入により､ ESD の理論・実践が､ その発展観を含めより多様化していくことが期待さ
れる｡
【註】
Sustainable Development は､ 外務省及び環境省においては ｢持続可能な発展｣ と訳され､

１

農林水産省及び国土交通省においては ｢持続可能な開発｣ と訳されるが､

Education for Sus-

tainable Development は､ 文部科学省を中心に ｢持続可能な開発のための教育｣ が定訳となっ
ている｡ 中国語では ｢持続可能な発展｣ (可持続発展) 及び ｢持続可能な発展のための教育｣ (可
持続発展教育) という表記になる｡ 本論では､ １) ｢開発｣ は ｢発展｣ のための手段である､ ２)
｢発展｣ のほうがより内発的な意味を含んでいる､ ３) ｢発展｣ のほうが経済発展を最優先課題に
置く中国の発展戦略のイメージに近い､ という理由から､ 中国の文脈においては Development
を ｢発展｣ と訳す｡ この ｢開発｣ と ｢発展｣ の違いについては､ 今後､ 原語と日本語及び中国語
の比較を含め概念の検討を行う｡
２

環境保護指導班は1974年に国務院に設立された｡ その後1984年に発足した国務院環境保護委員
会及び国家環境保護局に引き継がれ､ 1998年の国務院組織改革により国家環境保護総局として統
合された｡ 国家環境保護総局は環境保護に関する方針､ 政策､ 法規の立案・制定を行う国務院の
直属機関であり､ 日本の環境省にあたる｡ 環境教育は､ 環境保護の宣伝教育として､ 長年にわた
りこれらの組織によって行われてきた｡

３

1985年､ 教育制度の全面的改革を断行することを目的に設置された国家教育委員会は､ 1998年
の国務院組織改革により名称を教育部に変更した｡ 日本の文部科学省にあたる｡ 国家教育委員会
が本格的に環境教育に取り組み始めた1980年代半ばまで､ 環境教育の実施主体は国務院環境保護
指導班であった｡
北京市の中学用 ESD 教材

４

環境と持続可能な発展

の第６課は､ 国家が ｢国際競争｣ に参与

するための重要な要素として革新的精神をあげ､ その育成を学習目標としている｡ (北京教育科
学研究院編
５

北京市中小学地方教材

環境与可持続発展教育

初中 )

ユネスコ EPD 教育のプロジェクト校である昌盛園小学校 (北京市昌平区) は､ ESD を ｢社会

文化｣ ｢環境｣ ｢経済｣ の３領域に分け､ その下に15の学習課題を置いており､ ｢市場経済｣ はそ
のひとつに挙げられている｡
６

許 (1996) は環境教育の歴史を､ ｢萌芽・開始段階｣ (1972〜1983年)､ ｢基礎・発展段階｣
(1983〜1992年)､ ｢深化・拡大段階｣ (1992年〜) の３段階に区分している｡ これらの２つの時代
区分の違いは､ 張と田は､ 基礎教育への導入過程に着目していること､ また環境教育から ESD
への展開を視野に入れていることである｡

７

張と田による環境教育の歴史区分は､ 当プロジェクトのイニシアティブをとった WWF が北

京に事務所を設立した1996年以降を､ 環境教育から ESD へと向かい始めた段階としている｡
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８

近年､ ユネスコ ESD も全国普及に力を入れており､ ２つの ESD を地域によって区別するこ
とが難しくなった｡ また､ 北京市では２つの ESD の実践校となっている学校も少なくなく､ 現
場では両者が混在している｡

９

例えば､ 北京市郊外のエコビレッジ ｢北京蟹島エコ休暇村｣ (北京蟹島緑色生態度暇村) には

ESD 園が設立され､ 北京の小中学生に多様な教育活動を提供している (詳細は､ 鶴見2007を参
照されたい)｡
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私学助成の制度化をめぐる政策過程
−人件費補助の制度化と日本私学振興財団法の制定に着目して−
Policy Process Surrounding Financial Aid to Private Educational Institutions：
Focusing on Financial Aid Targeted at Current Expenditures
including Personnel Costs of Private Educational Institutions
and Enactment of the Japan Private School Promotion Foundation Law

荒井英治郎＊
ARAI Eijiro

Abstract
The purpose of this paper is to examine the characteristics of the policy-making process for financial aid to private educational institutions by analysis of the enactment of the Japan Private School Promotion Foundation Law of 1970. The aim of that law was to provide financial
aid targeted at current expenditures, including personnel costs, of private educational institutions such as private universities.
Despite the epoch-making nature of the enactment of this law, which contained provisions related to governmental financial aid for current expenditures, most previous research has not
identified how the agenda was set, the policy proposals were made, and the law was enacted,
and what kinds of influence these issues brought to bear on the policy process.
The findings in this paper are as follows.
First, a government ministry, the former Ministry of Education, played a central role in setting the agenda, but as a result, the Ministry was initially taking risks concerning financial
aid targeted at the current expenditures of private educational institutions.
Second, an unofficial clique of Diet members called the "Bunkyo-zoku," who belonged to the Liberal Democratic Party (LDP) and shared an interest in educational matters, took the initiative
in the establishment of the law, and the law ultimately cleared the Diet in the decision-making
process. Subsequently, however, their approach led to serious problems because they had obscured constitutional questions related to Article 89 of the Constitution and the constitutionality of financial aid to private educational institutions, and instead found a solution to the
problem by "political reckoning."
Third, the pattern of policy-making led by politicians or the governing party, and not by government bureaucrats, must be at least characteristic of policy-making aimed at private schools
of the late 1960s and 1970s.
Fourth, the Ministry of Education, Bunyo-zoku, and interest groups formed policy under the
1955 party system, building a policy network and creating in effect a "sub-government" in the
policy region concerned with education.
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はじめに−本稿の目的と課題−
本稿は､ 昭和45年度の ｢私立大学等の経常的経費に対する補助｣ 制度の創設と､ それに伴う ｢日
本私学振興財団法｣ (以下､ 財団法) の制定に着目し､ 法制定に関与したアクターの行動を分析す
ることで､ 私学助成の制度化をめぐる過程分析を行い､ その特質と構造に関する仮説を提示し､ 本
法制定の意味と私学助成をめぐる今日的課題を明らかにするものである１｡
｢公金支出の制限｣ を規定した憲法第89条解釈､ すなわち ｢私学助成の合憲性｣ をめぐる憲法論
争は､ 戦後から現在に至るまで憲法学や教育法学等の学問領域において様々な観点から解釈が行わ
れてきたことは周知の通りである ２｡ そこでは､ ｢私学への公費助成制度が合憲的に存立している
ものであることは､ 疑いを容れない｣ (小林

1998：163)､ ｢私学助成問題は､ 政治的にも､ 立法的

にも､ 解決済みの問題｣ (小埜寺 1997：６) という指摘が示すように､ 我が国の学校教育の普及・
充実に対する私学の多大な貢献度に鑑みて､ 補助対象に人件費を含むか否かに限らず､ 総体として
私学助成の合憲を導くものが多数説となっている３｡ しかし､ 一方で､ 経常費補助の原則的否定論
(尾形

1994：186) を主張するもの､ また経常費補助を内容とする私学助成が理論的に合憲である

かは極めて疑問とする私学行政を担当した文部官僚 (安嶋
174､ 林

1987：137) や法制局 (井出

1970：

1973：299) の見解､ さらには､ 非経常費的部分の補助は現行程度の監督で足りるとして

も､ 経常費補助の場合は ｢現在程度の監督権の行使では､ 教育に関する限り､ 憲法89条後段に違反
しないとはいえない｣ (伊藤

1990：481) と違憲の疑義を呈する憲法学からの見解も根強く存在し

ていることもまた事実である｡ 合憲・違憲の判断は､ ｢現実の要請にどこまで解釈論で対応しうる
かという憲法解釈の方法論の問題に帰着する｣ (岡田 1997：368) との指摘は首肯し得るものだが､
こうした理論状況は､ 現実として人件費補助が行われているにもかかわらず､ 私学助成の合憲・違
憲性それ自体の是非を問う議論の構図を超えて､ ｢人件費を含む経常費｣ を補助対象にした場合の
正当化根拠については未だ理論的合意が得られていないことを如実に示すものである｡ しかし､ 上
記理論状況がなぜ生じたのかについてはこれまで明らかにされてこなかった｡ これは､ 現実と理論
との乖離の契機を考察し政策過程のダイナミズムを微視的に考察するような研究が､ 憲法学的・法
解釈学的研究に比して自覚的に行われてこなかったという研究方法論上の問題と無関係ではない４｡
上記背景を前提とした上で､ 本稿が着目するのが ｢日本私学振興財団法｣ の制定 (1970年) をめ
ぐる政策過程である｡ ｢私立学校法｣ 制定 (1949年) 以降の私学助成の転換点というと､ 私学教職
員の人件費を法律補助という形で制度化した ｢私立学校振興助成法｣ (以下､ 私学助成法) の制定
(1975年) が挙げられようが､ 人件費を含めた経常費にまで補助対象を拡大すべきか否かが国レベ
ルで本格的に議論されたのは､ 本稿で明らかにするように､ 財団法制定をめぐる政策過程であっ
た５｡ そこでは､ 当初､ 人件費の補助対象化の是非が問われ一大論争となるが､ 現行の私学助成制
度で中枢的な位置を占めている ｢私立大学等経常費補助制度｣ は､ 私学助成をめぐる根源的な問い
に対して明確な理論的結論を得ないまま制度化されるに至る｡ よって､ 経常費補助制度の嚆矢を放
つ財団法の制定過程は､ 戦後形成された私学助成制度の体系性の再検討が試みられようとした重要
な契機として位置づけることができるのである｡ 本稿が同制定過程に着目する理由はここにある｡
ここで財団法について概括すれば､ 本法制定により､ 私学助成は､ 従来型の私立学校振興会を通
じた融資方式から､ ｢アーム・レングス｣ (渡部

2003：40) の原則を採用した日本私学振興財団を

通ずる経常費補助金へと質的に転換される｡ 他方､ 附則第13条において人件費補助という新たな助
成に伴う規制措置として私学法改正が試みられると､ 規制強化を懸念した私学諸団体の法案修正運
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動の影響もあって法案修正や附帯決議が付されることになり､ 私学法59条改正は事実上 ｢凍結｣､
二重の縛りがなされた６｡ こうした経緯もあり､ 先行研究では､ 本法を ｢私学教育の内容に対する
国家の指導・監督権の強化を図るもの｣ (日本教職員組合私立学校部

1979：172) と位置づけ､ 財

団は ｢国家統制の代行機関としての性格｣ をもち､ ｢サポート・バット・ノーコントロール｣ の理
念に反するとして批判するものが大勢を占めている (永井

1970､ 碓田

1970､ 野上

1973)７｡

しかし､ 先行研究の共通点は､ いずれも政策決定を経て成立した法案の ｢内容｣ に関する分析であ
る点にあり､ なぜ､ そして､ どのように法案が成立したのかという法制定の ｢過程｣ や教育立法を
成立させた ｢要因｣ を解明することに対する関心は希薄であると言わざるを得ない｡ よって私学問
題は､ ｢専門研究者によって

問題化

された､ かれらの存在抜きに考えることのできない研究課

題｣ であり､ ｢高等教育研究の現状を反映すると同時に､ その後さらに展開され､ より多くの専門
研究者を引きつけ､ 育てあげることになる研究対象群｣ (天野

1998：16-7) の一つとされている

にもかかわらず､ 私学助成の中枢を担う人件費補助の制度化の過程について考察した研究は皆無に
等しかったといってよい｡
そこで本稿は､ 従来実現が困難とされた人件費補助という政策案がいかなる時代的文脈の中で提
起され､ その制度化はいかなるアクターによって企図・抑制・促進され､ 最終的にいかなる手法で
実現されたのかという点に着目した過程分析を行う｡ 分析にあたっては政策過程に関与した ｢文部
省｣ (第１節) と ｢自民党文教族｣８(第２節) の行動に焦点を当てながら考察し､ 最後に政策形成
過程の特質と構造に関する仮説を抽出した上で､ 人件費補助の制度化過程で積み残された今日的課
題を論じる (第３節)｡ 結論を先んずれば､ 本稿が提起する理論的仮説は､ 人件費補助の実現にあ
たって主導性を発揮したのは､ ｢文教族｣ であったというものであり､ こうした ｢政策決定｣ 段階
における政権与党族議員の主導性は少なくとも ｢1960年代後半〜70年代｣ の ｢私学助成政策｣ の特
質として定位し得ること､ そして､ 55年体制下では､ 文部省・文教族・私学団体らで構成される
｢政策共同体｣ ９が中心軸となって政策形成が行われていくことになるというものである 10｡ また､
本稿から得られる今日的課題は､ 法制定を推進した文教族は ｢人件費補助｣ の制度化に付随する理
論的争点を総括することなしに政策決定を行ったことにより､ 結論を留保された諸論点は法制定か
ら35年以上経過した現在に至るまでも未整理・不透明のまま潜在的に存在しているというものであ
る｡

１. 経常費補助問題に対する ｢文部省｣ の姿勢


｢臨時私立学校振興方策調査会｣ の答申と人件費補助
本節では､ 経常費補助問題に対する文部省の姿勢を検討する｡ 1963年12月24日､ 自民党議員の川

島正次郎を会長とする私学振興議員懇談会は､ 国立学校特別会計制度に先行する形で私学振興の基
盤を確立することを目的に据えた決議を行っている (日本私学振興財団

1990：29)｡ それは､ ①

私学財源を三分の一均等割り (学生納付金､ 寄付金､ 国の助成金) で賄う私学財政三本立て制度の
確立､ ②学校法人への全額寄附免税措置､ ③国・地方公共団体による助成のための立法・予算措置
という内容であった｡ 本決議は､ 学費値上げ反対運動や私学団体による人件費補助の要求運動など
1960年代に顕著な社会的背景と相俟って､ 1965年４月､ 文部大臣の諮問機関 ｢臨時私立学校振興方
策調査会｣ (以下､ 臨私調) を設置する契機となる 11｡ 臨私調は､ 1965年１月の第48国会に提出・
成立をみた ｢文部省設置法の一部を改正する法律｣ (法律第25号文部省設置法第27条改正) によっ
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て､ 文部大臣の諮問機関として設置されたが､ 私学問題に特化した法定の独立審議機関の設置は､
我が国教育史上初めてのものであった (大崎

1999：225)｡ よって私学団体もその動向に強い期待

を抱き､ 文部省自身も私学振興方策は臨私調の結論を待ってから展開すべきであると考えていた｡
席上､ 中村梅吉文部大臣より ｢私立学校振興方策の改善について｣ と題する諮問がなされ､ そこ
では ｢私立学校の振興方策について､ 私立学校の特性に即し､ 私立学校が国家・社会の要請にじゅ
うぶん応えるために必要とされる改善の具体策を考究しなければならない｣ との問題意識が示され
た｡ 以下､ 本稿に直接関連する部分に焦点を当てながら考察を行うが､ 1966年６月14日に発表され
た部会報告 ｢私立学校振興方策改善の基本方針について｣ は､ 次のような内容のものであった｡
部会報告では､ 現行の私学助成は､ 私学法やその他の法令による規制・監督の存在によって既に
｢公の支配｣ を満たしているため､ 憲法89条をめぐる合憲・違憲の問題とはならず､ 憲法が ｢公の
支配｣ の程度をどこまで要求しているのかという程度問題となるとの見解は委員間で一致したもの
の､ 一方で､ その場合必要とされる規制の程度については､ 見解が二分したという｡ すなわち､ 今
後新たな助成として ｢人件費を含む経常費補助｣ が講じられる場合､ 私立学校の自主性と公金支出
の適正確保のための規制措置との調和問題は､ (A) ｢憲法論｣ ではなく､ ｢政策論｣ として現実の
必要性に即して検討すべきであるという見解と､ (B) 単に ｢政策論｣ としてではなく､ ｢憲法論｣
として問題になり得る可能性があるという見解の２つであった｡ こうして部会報告では､ 総論とし
て実情に応じた私学振興方策を講じていく方向性は共有されたものの､ 各論としての人件費補助と
いう具体策については､ ①私学経理における臨時収支と経常収支との区別を実態的・理論的に明確
にした上で､ 従来型の私学助成では不十分とされる状況が一般的か否か､ 私学の本質に照らしなが
ら慎重に検討すべき､ ②上記 (A) (B) いずれの立場に立つとしても､ 人件費補助の場合は､ 何
らかの規制や法的措置が新たに必要になると指摘されるに留まり､ 問題の解答を見送る結果となっ
た｡
その後､ 相次ぐ学費値上げ反対運動に鑑みて､ 振興方策の拡充強化は緊急を要すべきとの見解が
各方面で強くなると､ これを受けて臨私調は､ 同年８月17日､ 有田喜一文部大臣に対し､ 中間答申
｢当面必要とする私立学校振興方策の改善について｣ を発表している｡ 中間答申は､ ①私立学校振
興会の融資額の拡大と融資条件の改善､ ②教育研究設備補助等の増額と範囲の拡大､ ③私立大学等
の奨学事業の援助､ ④私立学校関係減免税措置の拡大と４項目にわたって見解を示すものとなった｡
しかし答申は､ 従来型の私学助成は不十分で抜本的改善を図る必要があると断言するものの､ 人件
費補助については臨私調内部にも賛否両論があり容易に結論付けられないため､ 更に慎重な検討を
要するとされ､ 結論は､ 再び先送りされることになる｡
こうして､ 部会報告､ 中間答申と２度にわたって人件費補助の制度化への対応を留保してきた臨
私調は､ 1967年６月30日､ ついに劔木亨弘文部大臣に対し､ 最終答申 ｢私立学校振興方策の改善に
ついて｣ を発表するに至る｡ 答申は､ ｢経常費助成｣ と ｢臨時費助成｣ の２本柱を軸に網羅的・総
合的方策を示すものとなった｡ まず経常費については､ ｢必要とされる量の私立大学が必要とされ
る教育・研究の水準を確保し､ 又､ そのような私立大学へ国民の中に真に資格ある者が安んじて就
学できるようにするために､ 私立大学に対する全面的経常費の補助を含む積極的助成措置とこれに
伴いその助成の成果を確保するための諸措置について根本的に検討が進められるべきである｣ と述
べ､ 教材・備品費､ 実験実習費､ 教育研究旅費､ その他教育研究に充てるための経費として ｢教育
研究費｣ の新設の必要性を喚起するものとなった｡ しかし､ 一大論争点である人件費補助をめぐっ
ては､ ① (A) 私学経営危機を打開し､ 教育・研究水準を維持・向上させ､ 社会的要請に応える
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｢公共性｣ を貫く上で､ 人件費補助は必須であるとする推進派と､ (B) 私企業としての私学は､ 特
色発揮のための ｢自主性｣ が強調される必要があり､ 経常支出は学生納付金で賄うべきであるとす
る反対派が存在し､ 結論付けることが困難である､ ②新しいタイプの助成である人件費補助に伴う
規制は､ 他の経常費の場合と比べて特に問題が多い､ などが指摘され､ 人件費補助の恒久的制度化
の可否を現時点で決することは極めて困難､ ｢今後引き続き高等教育の基本問題の検討が行われる
際に､ あらためて検討されることを期待せざるを得ない｣ と継続審議的な表現がなされるに至った
( 私学新報

第207号､ 1967年６月25日､ １頁)｡

こうして､ 臨私調は､ 経常費補助自体の必要性を一定程度認め ｢教育研究費｣ の新設を勧告した
ものの､ 経常費の中核に位置する ｢人件費補助｣ については両論併記で結論を留保､ 抜本的方策以
前の制度化の方向性を明確に示すことができなかった12｡ 助成に伴う規制のあり方は､ 私学法制定
時から論点であったが､ 経常費のうち人件費にまで補助対象を拡大するという助成方針の一大転換
をめぐっては､ 私学の ｢自主性｣ と ｢公共性｣ という古くて新しい問題を再浮上させ､ 臨私調内部
で意見の対立を生じさせる結果となった｡ 財政負担の問題もあったとはいえ､ これまで審議会を通
じたある種のボトムアップ型の合意形成を重んじてきた文部省としては､ 方向性自体をめぐって賛
否両論となり､ 足並みが揃わない段階での政策決定には躊躇せざるを得なかった可能性がある｡


｢教育研究費補助金｣ の誕生と ｢私学振興法案｣ 提出の頓挫
｢臨私調｣ 以後の焦点は､ 答申の結論を待っていた文部省の予算編成とそれに対する大蔵省の姿

勢の如何であった 13｡ ｢われわれとしては答申の忠実な実行あるのみで､ 確実に振興策を進めてい
く……予算編成が主要課題｣ ( 内外教育 第1873号､ 1967年７月７日､ ５頁) としていた文部省は､
1967年11月､ 昭和43年度予算編成で､ 戦後初めて私大に対する経常費補助を計上している｡ 具体的
には､ 臨私調が勧告した ｢教育研究費補助金｣ (１件又は１組の単価が５千円以上10万円未満の教
育研究用機械・器具・図書・雑誌が補助対象) を ｢メニュー方式｣ で新設するとし､ 私大､ 短大､
高専の教育研究費の三分の二にあたる91億4700万円を概算要求､ これを橋頭堡に､ ①経常費助成の
配分・運用・監査､ ②助成に伴い必要となる規制措置､ ③経営破綻した学校法人の吸収・合併・廃
止等の処理機関の設置の３点を主たる骨子とする ｢私学振興法案｣ を次期通常国会に提出する方針
を決定していた ( 朝日新聞

1967年９月３日､ １頁､

読売新聞

1967年９月３日､ ２頁)｡

しかし､ 予算折衝の結果､ 教育研究費補助の新規交付は辛うじて認められたものの､ 1968年１月
の大蔵省査定額は､ 要求額の三分の一､ 30億円に留まるものとなった14｡ これは大蔵省が経常費補
助自体に消極的であったことに加えて､ 各方面から ｢財政硬直化｣ が指摘されていたことが一定程
度影響を与えたのではないかと推測される｡ 大蔵省の見解は､ ①経常費は､ 授業料など私学独自の
経営収入で賄うべきで､ 教育研究費補助についても､ 遅れている私学の研究水準を国立並みに向上
させるという政策的立場からの実施に限るべき､ ②同一年齢層の20％という大学在籍者数の多寡を
巡る評価が定まっていない中での人件費補助はできない､ ③そもそも国公私立のバランスについて
明確な方向性が示されていないというものであった｡ こうして､ 43年度予算は､ ｢景気抑制｣ とい
う社会状況を色濃く反映するものとなった ( 私学新報
教育

第1928号､ 1968年１月26日､ ２頁､

朝日新聞

第223号､ 1967年12月５日､ １頁､

内外

1967年７月３日)｡

以上､ 臨私調は､ 教育研究費補助金の産婆役を果たしたと言い得るものの､ ｢官庁の中の官庁｣
(川北

1989：３) と称される大蔵省によって私学振興策の大幅拡充は事実上見送られ､ 43年度予

算は ｢経常費助成とは名ばかりの結果｣ ( 私学新報
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第227号､ 1968年１月15日､ １頁)､ ｢文字通

り雀の涙｣ (尾形

1994：174) と酷評されることになる｡ これに伴い､ 法案提出を企図していた文

部省も､ ①新設の教育研究費の補助対象が限定されたことにより､ 立法措置を講ずる必要性が乏し
い､ ②経常費の運用面に対する規制措置には､ 私学側の抵抗が必至となる等の理由から､ この段階
での法案提出を断念することとなった ( 私学新報

第228号､ 1968年１月25日､ １頁)｡

２. 人件費補助問題に対する ｢自民党文教族｣ の動き


｢床次試案｣ の発表と文教族坂田道太の文相就任
文部省は､ 経常費補助に関する ｢課題設定｣ の役割を担ったものの､ 政策形成機関である臨私調

内部で対立が生じたことから､ 人件費補助に関する結論を留保しただけでなく､ 昭和43年度予算編
成では大蔵省の反対に遭い､ 法制定も断念せざるを得ない結果となった｡ では人件費補助はどのよ
うに制度化されたのか｡ 以下､ 自民党文教族の積極的な取り組みが､ 人件費補助の制度化にとって
政策決定上重要な契機となった可能性があることを過程分析から示唆することにする｡
1968年になると､ 自民党政務調査会文教制度調査会において､ 中長期的展望に立った私学振興策
が本格的に検討されていき､ 以後自民党文教族の動きが顕著となる｡ 例えば､ 同年８月､ 文教部会
の床次徳二が ｢私立学校助成法案要綱 (案)｣､ いわゆる ｢床次試案｣ を文教制度調査会に提出して
いる15｡ 床次試案は､ 後述の ｢私学問題に関する小委員会｣ でも叩き台として検討されることにな
るが､ その内容は幼稚園から大学までの私学全体を対象とした総合的な私学助成を提案するもので､
教員給与､ 教育研究費､ 教育施設・設備等に対する国の補助を提案する一方で､ 補助を受ける学校
には文部大臣が策定した経理基準への遵守を求めるといった監督・規制を明記したものであった｡
また､ 人事院勧告によるベ・ア相当分に対する経常費補助の実現と､ 私学団体推薦者と学識経験者
で構成する補助金交付機関として､ 私立学校助成審議会の創設を提案している点が特徴的であった｡
こうして党内で私学助成強化を要求する声が強まり､ 文教制度調査会は昭和45年度予算で人件費補
助を実現する基本方針を決定､ これを受けて文部省も､ 文教行政の重要施策の一つとして､ 次期通
常国会に ｢私立学校の助成等に関する法律｣ を提出する旨を表明､ これまで結論を留保してきた
｢人件費補助｣ の予算編成に踏み切る意を固めることになる16｡
なお､ 1968年11月30日には内閣改造が行われ､ 佐藤栄作首相の任命を受け､ 文教制度調査会会長
の坂田道太が文部大臣に就任している17｡ 第５高等学校教授で後に衆議院議員となった坂田道男の
長男として熊本県八代市植柳村に生まれ､ 議員当選後､ 文教部会長､ 文教制度調査会会長､ 衆議院
文教委員長を歴任し､ ｢党内随一の文教ベテラン｣ と称された同氏は､ ｢教育が国の運命を決定する｣
との信念の下､ 日教組対策､ 大学紛争の収拾､ 幼児教育､ 障害児教育など一貫して教育問題に関与
してきた ｢典型的な文教族｣ (山崎

1986：81) であった｡ 特に私学に関しては､ 国が関与も財政

援助も行わないといった従来の私学政策の考え方を改め､ 私学振興を積極的に推進すべきとの私学
観を持ち､ 大臣就任の前から人件費補助の道を開く意思を固めていたとされている (日本私学振興
財団

1990：15､ 永地

1992：173)｡ また､ 私学団体とも諸外国の私学の視察に同行するなど日頃

から親交を深めており (坂田

1994：128)､ 私学団体の会合でも ｢大臣在任中に私立学校の人件費

助成のレールを敷きたい｣ ( 私学時報

第614号､ 1970年１月１日､ １頁) との意思を表明してい

た｡ 事実､ 坂田文相誕生を契機に ｢人件費補助｣ 実現の気運は急速に高まることとなる｡
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｢私学問題に関する小委員会｣ の設置と ｢八木試案｣ の発表
1969年に入ると､ いよいよ文教族が政策形成のイニシアチブを握るようになる｡ １月27日の自民

党本部での協議の場では､ 桜内義雄文教制度調査会会長の下､ 私学団体代表者と文部省の私学行政
担当者らが集められ､ 人件費補助に対する自民党の基本姿勢が議論されており (日本私学振興財団
1980：34-5)､ ３月には八木徹雄を委員長とした ｢私学問題に関する小委員会｣ が文教制度調査
会内に設置されている18｡ 小委員会には ｢文教族第二世代｣ の中心人物となる西岡武夫らも参加し
ていたが､ 種々の議論を経て､ 小委員会は ｢私学振興に関する基本方針 (案)｣､ いわゆる ｢八木試
案｣､ ｢八木憲法｣ (日本私立中学高等学校連合会

1975：12) を７月21日に発表 19､ その後､ 文教

制度調査会､ 政調会､ 総務会の了解を取付けることに成功している｡
さて､ ｢八木試案｣ は､ 日本私学振興財団の原型となるが､ その骨子は､ ①私学助成の適正かつ
効率的な運営を図るため､ 従来の ｢私立学校振興会｣ を発展的に解消し､ 補助金交付､ 資金貸付､
寄附金受入・配分､ 私学経営調査､ 学校法人経理監査等の業務を一元的に取り扱う ｢私学振興財団｣
の新設､ ②年次計画による二分の一補助を軸とする新たな人件費補助制度の確立と合理的・客観的
配分基準の制定､ ③経常的教育研究費の大幅増額､ ④国定会計基準の制定と学校法人経理の厳正化､
⑤資金貸付の拡充､ ⑥退職金・共済・育英奨学制度の改善､ ⑦寄付金免税措置の拡大､ ⑧私学設置
基準の再検討､ ⑨私立高校以下の人件費を含む助成に関わる地方交付税の増額措置というものであっ
た｡ 八木試案は､ ｢総合立法｣ を企図する点で､ 私学側が要望した人件費補助のための ｢単独立法｣
と異なってはいたが､ 私学側からは高い評価を受けることとなった (日本私立大学連盟

2003：

76)｡ よって八木試案は､ 自民党内に人件費補助実現の気運を高めただけでなく､ 私学団体の運動
をも枠付けることとなり､ その後の助成運動の主眼は､ 人件費補助の ｢予算化｣ に置かれることに
なる｡


｢私立大学等経常費補助金制度｣ の成立と昭和45年度予算の舞台裏
予算編成期を迎えると私学団体の陳情活動は熾烈化していった｡ これは文教族が ｢予算五族｣

(斎藤

1984：36) と並んで予算獲得に大きな影響力を持っているとされたためである｡ 当時私学

側の助成運動の眼目は､ ｢掴み取り金呼ばわりされるような形ではなく､ 制度上規定された｣ (日本
私立大学連盟

1972：561) 人件費補助の実現であったが､ この時ほど各私学団体が政策要求を一

致させて運動を展開していったことはないとの指摘 ( 私学新報 第279号､ 1969年８月25日､ １頁)
も存在している｡ 事実､ こうした助成運動は､ 人件費補助を最大の政治課題かつ在任中の公約とし
ていた坂田文相に ｢来年度予算要求に必ず計上する｣ ( 私学新報

第279号､ 1969年８月25日､ １

頁) との確約を取り付け､ 同日文部省当局に対してその旨を下命させるものとなり､ ８月21日､ 文
部省は昭和45年度予算に ｢私立大学等人件費補助｣ を初計上､ これが認められれば次期通常国会に
｢日本私学振興財団法案｣ を提出する運びとなった｡
では､ 昭和45年度予算はいかなる結果となったのか (以下､
私学時報

第612号､ 1969年12月11日､ ２頁｡

朝日新聞

毎日新聞

1969年12月15日､ 14頁､

1970年１月31日､ １頁参照)｡ 結論を先

んずれば､ ｢人件費を含む経常費補助｣ に政治生命を賭けていた坂田文相の大臣折衝を経て､ 人件
費補助が実現されることになる (日本私立大学協会

教育学術新聞

第675号､ 1970年２月18日)｡

当初､ 総選挙後の１月24日公表の大蔵省第一次査定では､ ｢私大等の経常的教育研究助成｣ は､ 文
部省要求額234億4000万円 (人件費106億円) に対して､ 92億2200万円 (人件費49億5000万円) に留
まり､ その対象も自然科学系教員だけで文科系教員は除外､ ゼロ査定であった｡ この結果は､ ①ベ・
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ア問題回避のため人件費に直接リンクした補助はしない､ ②人件費を含めた経常費の一定比率を補
助する､ ③私学経理の公開と公認会計士による監査実施を経常費補助の条件とする､ ④国家的にみ
て助成の必要性が高く､ 教育研究設備費も多大で､ 経営困難な自然科学系学部を対象とするといっ
た大蔵省見解を反映したものであった｡ この結果に対して､ 私学側は場合によっては既に認められ
た分も一切返上して抵抗するとの姿勢を確認､ 文教部会も私学側の見解に全面的に同調する形をと
り､ 政調会・総務会・幹事長等に働きかけ､ 28日には私学振興議員懇談会会長も務めた川島正次郎
副総裁が自民党の最終方針を蔵相に伝えるに至っている｡ そして､ 30日には大蔵省・文部省による
大臣折衝が行われ､ 坂田文相は持ち時間を大幅延長して人件費補助の実現を主張､ その結果31日に
は文科系も含めて私大等経常費補助金132億円が閣議決定されることになる｡ 大臣折衝の場では､
私学に対する監督権行使の必要性が議論され､ 人件費補助の条件として､ ①紛争校の除外､ ②経理
明確化を目的とした公認会計士の監査実施､ ③水増し入学､ 裏口入学､ 過大な寄付金徴収等の是正
措置､ ④学科増設・収容定員に関する規制措置などを講じるといった類の ｢約束事項｣ が両大臣間
で交わされたとされている (呉

1972：139､ 日本私立大学連盟

1972：309-10､

月刊私学

第６

巻第１号､ 1970年､ 54頁)｡ しかし､ (A) 人件費に対する ｢助成｣ の必要性を訴える私学諸団体の
政策要求と､ (B) 大学紛争を解決するための一手段として ｢規制｣ の必要性を求める政府内部や
世論の政策要求という二つの要求に対して､ 同時並行的な対応を迫られていた坂田文相にとって､
財政硬直化の対応として抑制型予算編成を行う大蔵省が提示した規制措置に関する条件は､ 甘受・
妥協し得るものであったのであろう｡ その後､ 坂田文相は､ 人件費補助の予算獲得を契機に私学政
策は転換する時期に入ったと強調､ 人件費補助に伴う規制措置の本格的な検討が､ 私学法の一部改
正でもって行われていくことになる ( 朝日新聞
1970年２月１日､ １頁､


内外教育

1970年１月31日､ １頁､

私学時報

第617号､

第2095号､ 1969年９月12日､ 16頁)｡

私立学校法改正の ｢凍結｣ と ｢日本私学振興財団法｣ の成立
1970年２月下旬には法案作成も大詰めを迎えたが､ 私学側は､ 法案の理事長権限､ 役員人事､ 運

営審議会､ 経理公開等の規定､ 附則部分が問題であるとし､ ３月４日､ 坂田文相に要望書を提出し
ている (日本私立大学連盟

2003：78-9､

私学新報

第299号､ 1970年３月25日､ １頁)｡

私学側が指摘した最大の問題点は､ ①私学への ｢立入検査権｣ (第１号)､ ②学科・研究科の増設､
収容定員の増加に関わる ｢計画変更・中止勧告権｣ (第２号)､ ③ ｢設備・授業等の変更命令権｣
(第３号) 等を規定した附則第13条の私学法第59条の改正に関する部分であった｡ ここで私大連盟
の見解を概観すれば､ ①は､ ｢補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律｣ 等の規定によっ
て国による ｢過度｣ な私学経営介入は事実上不可能となるのではないかという見通しと､ 逆に立入
検査を拒否した場合の国民一般の不信感とを勘案した結果､ 受け容れた方が賢明であると判断し
た20｡ 一方で､ ②は､ 従来の届出事項を事実上認可事項に改めることになる､ ③は､ 私学法制定時
に不適用を定めた学教法第14条の復活を図るものであり､ 自主的予算編成権が奪われ監督官庁の行
政指導下に置かれる可能性があるとして､ 反対の意を表した｡ こうして私大連盟は､ ①は妥協する
も､ ②③は譲歩できないと主張するに至る｡ この他､ 私学側は全私学連合として､ ４月21日に６項
目の修正要望書を衆議院文教委員長宛に提出しており ( 私学新報

第301号､ 1970年４月25日､ １

頁)､ こうした私学全体の要望は､ 与野党の私学関係議員に対する強い働きかけとなる｡ 事実､ 第
63特別国会に提出された財団法案は､ 衆議院で､ 共産党を除く自民党､ 社会党､ 公明党､ 民社党ら
４党共同提案によって､ 上記①②③の適用は ｢政令で定めるまでの間は､ 適用しない｣ と修正議決､
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加えて､ ｢政府は､ 附則第14条第４項に規定する政令を定めようとする場合には､ 慎重にこれを行
うべきである｣ など５点にわたる ｢附帯決議｣ も付され､ 参議院でも同種の ｢附帯決議｣ が全会一
致で可決､ ５月18日､ 法律第69号として ｢日本私学振興財団法｣ が可決成立することになる21｡


｢人件費補助｣ の制度化をめぐる社会的・政治的状況
文部省が ｢課題設定｣ を行ったものの制度化を見送る結果となった人件費補助を現実化していっ

たのは､ 自民党文教族であった｡ 以下､ ｢人件費補助｣ の制度化を取巻く社会的・政治的状況とそ
れに対する自民党 (文教族) の動きを考察し､ 本事例を時代的文脈の中に位置づけることにする｡
第一は､ ｢大学紛争｣ という社会状況である｡ 60年代に顕著なインフレによる物件費上昇や人件
費高騰等の経常費の増大､ そしてその対処方としての学費値上げや水増し入学は､ 大学紛争勃発の
一つの契機となるが､ これに対する政府の対応､ すなわち､ ｢大学臨時措置法｣ の制定と財団法制
定とは無関係ではないと推測される｡ 事実､ 政府は大学法が立法過程に入ると人件費補助の本格検
討を開始したとされ､ ｢一方では､

経常費補助

持と協力をとりつけ……他方では

70年安保

という新規助成策で

大学法

に対する私学の支

をひかえ学費値上げ問題に端を発する学生の反対運

動の高揚を事前に防止する｣ といった戦略の下､ 政府と私学団体との間には大学法成立に対する協
力の見返りとして経常費補助を推進するという一定の ｢交換｣ があったのではないかとの指摘も存
在している (碓田

1970：101､ 野上

1973：155､ 日本教職員組合私立学校部

1979：172)｡ 両法

の関連性については別途詳細な検討が必要であり推測は慎まねばならぬことは自明であるが､ 財団
法は学費値上げ問題に端を発した大学紛争の激化と私学財政の危機に対する方策として､ まさに
｢ 背に腹はかえられない

といった私学の実態のなかから生まれたもの｣ であり､ ｢大学紛争とい

う背景が決定的な役割を果たした｣ (西岡

1975：116) との類の指摘 (塩崎

1986：15) は注目さ

れてよい｡
第二は､ ｢第63特別国会｣ という政治状況である (日本教育新聞社

1970：209)｡ ｢安保・沖縄国

会｣ と称された本国会は､ 当初安保条約の期限切れを前に野党の攻勢は強いと予想されたが､ 第32
回衆議院総選挙の結果､ ｢野党の多党化｣ 現象が生じ野党の足並みが乱れると､ 審議中止や強行採
決はなく国会全体は平穏ムードとなった｡ これは自民党が安保条約の期限満了を乗り切ることを最
優先し､ 教頭法制化や外国人学校制度化等を盛り込んだ学校教育法改正案等の与野党対決法案の提
出を避けたことも一定程度影響しており､ その意味では対決法案ではない財団法も自民党の国会対
策の方針と反しないものとして党内でも容認し得る余地が存在していたと推測される｡ 与野党の激
突､ 会期延長なしに国会が閉会したのは戦後国会史上記録的なことであった｡ 上記時代的文脈は､
文教族の行動と戦略に影響を与え､ 法制定を促進させた要因の一つとして留意すべき点であるとい
える｡

おわりに
政治的イデオロギーの対立を軸に成立した55年体制下の政策形成は､ 議院内閣制や政党政治に代
表される政治制度と､ 自民党の圧倒的優位によって保守政権が続くという条件が重なった結果､ 自
民党と官僚の関係も強まり､ (文教制度調査会や文教部会の) 自民党議員と文部省との ｢合議｣ に
よって行われるものとされてきた｡ それは､ ｢与党・文部省連携型｣ (熊谷

1975：72-3) と表され

典型例とされてきたが､ 先行研究では与野党協力型､ 野党連合型､ 関係官庁協力型と共に政策形成
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のパターンの一つとして提示されるのみで､ 具体的な政策形成の態様は解明されてこなかった｡
ここで､ 本稿で検討した①1960年代後半〜70年代､ ②私学助成政策という条件下の ｢人件費補助｣
という政策案に着目すれば､ 私学助成というアジェンダは､ 臨私調の度重なる答申を契機として､
文教政策上の重要課題として認識されることとなった｡ しかし ｢課題設定｣ 段階の中核を担った文
部省は､ 文部省の政策形成機関である臨私調内部で対立が生じたことから人件費補助の制度化に慎
重にならざるを得なかった｡ これに対して､ 人件費補助の予算化､ 日本私学振興財団の構想・実現
という ｢政策決定｣ 段階における文教族の結束・主導性は一際目立つものであった｡ 事実､ 文部省
が人件費補助の予算化を決定したのは､ 文教制度調査会での議論の高まりを受けてのことであり､
景気抑制型の予算編成を行う大蔵省との大臣折衝で､ 両省が妥協し合える条件下で合意に至ったの
も ｢文教族第一世代｣ の代表格､ 坂田道太の ｢手腕｣ があってのことであった｡ 文相就任前から私
学振興に積極的であった同氏は､ 私学側の即時的要求を汲取るべく政治生命を賭けて人件費補助実
現に邁進し､ 後に ｢私学経営に血液を注入した｣ (日本私学振興財団
22

1990：16) と自負している

｡ こうして､ 文部省の協力もさることながら､ 人件費補助の ｢政策決定｣ 段階の中核を担ったの

は文教族であったといえ､ ｢教育政策の決定過程の政党化｣ (熊谷

1975：83) という色合いを如実

に示すものとなった｡ よって､ ｢1970年代の私学政策｣ を対象とした先行研究の知見を加味すれば､
｢政策決定｣ 段階に積極的に関与する文教族の主導性は､ 少なくとも ｢1960年代後半〜70年代｣ に
おける ｢私学助成政策｣ の特質の一つとして定位できよう23｡ また､ 政策過程全体を概観すれば､
本政策過程は ｢文部官僚が自民党文教部会とつねに密接な連絡をとりながら平行審議を行い､ 政策
や法案は

自民党と文部省の合作 ｣ (青井・新堀

1983：２) であったと言い得る｡ これらの知見

を敷衍すると､ ｢課題設定｣ 段階の中核を担った文部省､ ｢政策決定｣ 段階で結束しイニシアチブを
発揮した文教族､ 課題設定から政策決定に至るまで利益実現に邁進した私学諸団体等とで構成され
る相互依存的な ｢政策ネットワーク｣ 24の存在を本事例から看取することができるのであり､ この
｢教育下位政府｣ (Shoppa

1991)25とも言うべき強固な政策共同体は､ 55年体制下の教育政策過程

において存在感を増していくことになるのである26｡
最後に､ 過程分析を通じて抽出できる今日的課題を論じるならば次のことが指摘できる｡ すなわ
ち､ 人件費補助という政策案は､ 臨私調で論争となったように､ 憲法的論点である ｢私学助成の合
憲性｣ をめぐる議論にまで立ち戻り､ ①どこまでが憲法上の要請でありどこからが政策上の要請な
のか､ ②その場合の ｢公の支配｣ とはいかなる種類の規制が必要にして十分であるのか､ ③さらに
は機関補助・個人補助といった補助形式の是非といった論争点を総括してから制度化を行うべきで
あったにもかかわらず､ その制度化は文教族の主導性のもとに政策決定が図られ､ かつその正当化
理由はブラックボックス化されることとなった｡ 政治主導の制度化は ｢政策の策定や変更の理由､
政策間の論理性・整合性などに関して曖昧さの生じることが往々にしてある｣ (渡部

2007：93)

との指摘は示唆的であるが､ こうして人件費補助の実現に先立って理論的に何らかの結論が得られ
るべきであった私学助成の ｢憲法論と政策論の境界線｣ をめぐる論争点は､ ５年後に成立する私学
助成法制定時のみならず､ 今日に至るまで明確な理論的結論が得られておらず､ 助成と規制の関係
をめぐる古くて新しい問題は､ 未整理・不透明のまま潜在的に存在するに至っている27｡ また､ 上
記政策手法は､ 私学行財政制度及び私学法制の体系性・整合性の観点からすればある種の ｢いびつ
さ｣ を生み出す結果をもたらしたとも捉えることができ28､ 現在の私学助成額の諸傾向に一定程度
影響を与えている可能性もある｡ 当初 ｢二分の一｣ と目された助成率が国の財政事情の影響も受け
て未だ達成されておらず､ 私学助成の予算編成が ｢マンネリ化・セレモニー化｣ (黒羽
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177) し､ 私学助成関連予算が ｢政治予算｣ の性格を色濃く帯びていることはその証左の一つと言
えよう｡
さて､ 憲法89条をめぐる ｢私学助成の合憲性｣ の問題､ すなわち､ 私立学校の自主性と公共性と
の調和問題は､ 憲法改正論議のたびに立法趣旨や ｢公の支配｣ の解釈をめぐって論争となり､ ｢財
政領域における最大の争点｣ (笹田

2002：271) と称されているが､ 今日の理論状況を複雑化させ

るに至った発端の一つを､ 本稿が着目した人件費補助の制度化や日本私学振興財団法の制定をめぐ
る政策過程から看取できる｡ 本稿で考察した文教族主導型の政策決定と､ それに伴う ｢憲法論と政
策論の境界線｣ の曖昧さの存在という政策的帰結については､ ｢憲法上の要請か政策上の要請かを
深入りせず､ 安全策をとったのは､ 関係の補助との均衡上､ 立法技術担当者としては当然のこと｣､
｢(その−筆者) 区分自体が難しいこと､ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律との均衡
もあったのかもしれない｣ (渡部

2001：158､ 173) との指摘も存在しているが､ 一律的平等的私

学助成金の配分から特別補助金の割合の増加という助成方式の転換や､ 規制改革の一環として推進
されている株式会社立・NPO 法人立学校の誕生に伴う私学助成や優遇税制の適用の検討､ さらに
はバウチャー制度の導入を企図する近年の政策動向を踏まえるならば､ 今後私学助成政策及びその
配分方法の抜本的な見直しが行われていくかは､ 着目すべき喫緊課題であるといえよう｡
本稿は､ 政策の ｢結果｣ と共に政策の ｢過程｣ の各段階 (課題設定､ 政策決定) に着目し､ それ
に影響を与えるアクター間の対立・妥協を射程に含めた分析視角を採用することによって､ 政策形
成にみる特質や今日的課題の抽出を試みた｡ 教育研究の方法をめぐって､ ｢誰がどのように政策の
形成と実施にかかわるのかといった政策過程の研究｣ の必要性が喚起されて久しいが (市川 2000：
32)29､ 特定の政策案を事例としながら政策形成に影響を与える諸要因を動態的に考察することは､
政策過程の全体的な見取図を与え､ その過程で積み残された課題を抽出することを可能にする｡ そ
こでは本稿の事例が示すように､ 政策内容＝質の性質・性格が､ 参入するアクターの選好・行動様
式に影響を与え､ ひいては政策決定過程の構造をも規定し得ることを踏まえた上で､ 政策案の性質・
性格､ 多元的なアクターの選好・属性､ 採用された政策手法などを､ 政策案が議論される場・政策
過程の各段階・時代的文脈に引き付けながら考察することが肝要である30｡ 実践的・政策的観点に
立った高等教育研究をめぐって､ ｢総論から各論へではなく､ 各論の研究を深化して総論の手がか
りをつかむことに､ いっそう力を注ぐ必要がある｣ (大崎

1998：58) との指摘を待つまでもなく､

その他の私学関連の政策内容・政策領域での事例分析を蓄積し､ 本稿が提起した仮説の妥当性を検
証していくことが今後の課題である｡ そこでは､ 文教族が私学 (助成) 政策に関与し始める時期や
動機を考察することが求められ､ 政治的アクターとしての文教族をどのように位置づけるのか､ 教
育と政治との関係を問うような体系的な検討が必要となる｡ 他日に期したい｡
〈注〉
１

政策過程には､ 各段階 (課題設定､ 政策決定､ 実施､ 評価) があるが､ 本稿は ｢課題認識｣ 段階から ｢政策決
定｣ 段階､ すなわち ｢政策形成過程｣ に着目する｡ 以下､ 課題設定とは､ 国民が政府による積極的対応を望んで
いたにもかかわらず看過されてきたイシューを､ 政府が ｢新たな項目｣ として本格的に検討対象とすること (伊
藤ほか

2000：54-60)､ 政策決定とは､ ｢公権力の保持のみが可能とする法令等での規定と政府予算の充当｣ 等

を好例とする ｢政府に固有の公権力によって公共目的を実現する手段として政策を裏付けること｣ (縣・藤井
2007：1-10) と解するものとする｡
２

戦後から現在に至るまでの私学助成論争の構図を考察したものとして､ 荒井 (2007a) 参照｡
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３

戦後から現在に至るまでの ｢私学助成の合憲性｣ をめぐる政府解釈を概観したものとして､ 荒井 (2007b) 参

照｡ そこでは､ 財団法や私学助成法制定以降の政府解釈における ｢公の支配｣ の要件は､ 学校教育法､ 私立学校
法､ 私立学校振興助成法における監督の程度と解され､ 人件費補助を実施しても､ 憲法上の疑義は生じないとす
るのが政府解釈の定説となっている｡
４

横山は､ 教育に関する個別政策領域の研究は進んでおらず､ 従来の研究は法律論や法制度論に傾斜し一定の規
範的立場を前提とした研究が多いと概括した上で､ 政策の内容に対する価値判断からは一定の距離を置いた実証
的研究の必要性を喚起していた (横山

1996：1)｡ また山口は､ 政策案の特徴に応じた政策形成過程の類型化､

政策過程の各段階における政党と官僚の相互関係の実態把握の必要性を指摘していた (山口

1987：11)｡ その

意味では､ 本稿は ｢私学助成｣ という政策案の制度化を対象としながら､ 政策形成における政官関係の態様を考
察する一試論として位置づけ得る｡
５

同種の指摘として､ 市川・林 (1972：302)､ 杉長 (1993：5)､ 黒羽 (2001：158-63)｡

６

本法の内容については､ 十文字 (1970) 参考｡ なお､ 私学諸団体は後に法案修正運動を展開するが､ 政策過程
全体を通じて言えば､ 文部省や文教族と意見交換の場を度々設けるなど連絡を密に取っており､ 人件費補助の制
度化自体には原則的賛意を表していたと言い得る｡ ただ ｢私学団体｣ と一口に言っても､ 全私学連合､ 私大連､
私大協､ 私大懇話会､ 日短協､ 私中高連､ 私小学連､ 日私幼､ 学法幼､ 私高専など多様であり､ 政策要求の内容・
程度には団体間で差異があることは明らかである｡ Pempel (1978) は､ 私学助成をめぐる政策形成を ｢圧力団

体型｣ に分類しているが､ 私学助成制度に留まらず､ 私学関連諸制度 (学校法人制度､ 私学行政制度､ 共済組合
制度など) の整備過程における私学団体の果たした役割・機能等については別稿で改めて検討する予定である｡
７

当時の日教組の私学助成運動の展開や野党の私学政策については､ 差当たり､ 碓田 (1973) 参照｡

８

族議員については､ 猪口・岩井 (1987)､ 板垣 (1987)､ 日本経済新聞政治部 (1994) 参照｡

９

ここでいう ｢政策共同体｣ とは､ ｢メンバー間の安定的関係､ 限定されたメンバーシップ､ メンバーのヒエラ
ルヒー､ 他のネットワークや市民との絶縁状態｣ (Marsh

10

1992) を示すものとする｡

そもそも私学を対象とした政策過程研究は少ないが､ 私学助成法 (1975年) に関しては､ 法制定過程を分析し

政策形成を規定する政治的影響を考察する研究があり､ そこでは ｢1970年代｣ の私学政策における ｢自民党文教
族｣ の影響力の大きさが指摘されている (荒井

2006a､ 荒井

2006b､ 渡部

2007)｡ 本稿も特定の政策案とそ

れに関与するアクターに着目しながら､ 政策過程の特質と構造を考察する点で同種の問題意識に立つものであり､
その意味では本稿は先行研究で提起されている仮説の妥当性を70年代以前の私学助成政策で検証する試みとして
位置づけられる｡
11

委員構成､ 諮問内容､ 部会報告､ 答申については､ 文部省管理局振興課 (1967) 参照｡ 調査会名称について､
当初文部省は ｢助成方策調査会｣ とする予定であったが､ 大蔵省が助成は補助金支出を意味するとして反対し､
｢振興方策調査会｣ に変わったという ( 内外教育

1873号､ 1967年７月７日､ ６頁)｡ 調査会設置の背景として､

当時の犬丸直文部省大臣官房企画室長は､ ｢40年１月に学費値上げ問題をきっかけにしておこった慶応大学の騒
動は､ 必ずしもそれが調査会設置の直接の動機となったのではないが､ 私学問題の社会的重要性をあらためて一
般に認識させ､ 私学振興方策改善の必要を強く世間に印象づけたことは事実である｣ (犬丸

1967：2) と述べ､

黒羽も ｢この審議会 (臨私調−筆者) の開催直前に慶応大学で学費値上げに反対したストがあり､ 大学紛争時代
のまえぶれとなったような紛争の時期と重なり､ タイミングのよい政策の展開とされた｣ (黒羽
述べている｡ なお､ 臨私調への私学側の要望として､ 私立学校振興会発行の雑誌
興方策調査会に望む｣ と題した特集が組まれている ( 私学振興

私学振興

2001：158) と

では ｢臨時私学振

第15巻第１号､ 1966年)｡ その他､ 臨私調に関

する回顧録として､ 政策研究大学院大学 (2002：237) 参照｡
12

最終答申の評価として､ 私学振興 第16巻第４・５合併号､ 1967年､ 内外教育 第1873号､ 1967年７月７日､
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４頁､

北海道新聞

1967年７月１日､

東京新聞

1967年７月１日､

西日本新聞

1967年７月２日参照｡ 私学

関係者の評価は､ 答申の不十分さへの指摘が大勢を占めた｡
13

昭和43年度私学関係政府予算に関連するものとして､ 日本私立大学連盟 (1972：93-100)､
号､ 1967年８月５日､ １頁､

14

関連するものとして､
１頁､

私学新報

私学新報

私学新報

私学新報

第211

第214号､ 1967年９月５日､ １頁参照｡

第220号､ 1967年11月５日､ １頁､

第225号､ 1967年12月25日､ １頁､

私学新報

私学新報

第223号､ 1967年12月５日､

第227号､ 1968年１月15日､ １頁､

私学新報

第228号､ 1968年１月25日､ １頁｡
15

全文は､ 内外教育 第2001号､ 1968年10月８日､ 17-20頁｡ その他､ 床次氏による私学助成構想案については､
日本私立中学高等学校連合会 (1975：10)､ 床次 (1968：34-5)､

16

私学時報

第586号､ 1969年２月21日､ １頁｡

文部省は､ ①私大は70年度に授業料を値上げしないと経営が成り立たないが､ 授業料値上げは不可能､ ②私大
教員は国立に比べ質・量的にも劣っており､ 金額の上で経常費の大半を占める人件費と学生納付金とがほぼ見合っ
ていることを勘案すれば､ 人件費助成しかないとの理由から､ 人件費補助に踏み切ったとされている ( 日本教
育年鑑 (1970年版)

17

日本教育新聞社､ 1969､ 228頁)｡

大臣就任の背景は､

月刊私学

第４巻第10号､ 1968年､ 14頁､ 同氏の経歴は､ 日外アソシエーツ (2006：

194)､ 園田 (2005)､ 教育観は､ 私学時報 第614号､ 1970年１月１日､ １頁､ 黒羽ほか (1971)､ 永地 (1992)､
坂田 (1969a)､ 坂田 (1969b)､ 坂田 (1988)､ 坂田 (1994) 参照｡
18

委員の構成は､ 衆議院は､ 河野洋平・佐藤文生・西岡武夫・世耕政隆・橋本龍太郎・長谷川峻､ 参議院は､ 楠
正俊・八田一朗・船田譲・宮崎正雄・吉江勝保｡

19

八木試案の全文は､

20

立入検査権を始めとした所轄庁の権限の具体的内容については､ 小野 (1998：29-50) 参照｡

21

財団法の国会審議については､

院文教委員会議録
22

私学振興

第18巻第６号､ 1969年､ 11-2頁｡

第63回国会衆議院文教委員会議録

第9-10号及び第13-18号､

第63回国会参議

第13-16号参照｡

私学団体史掲載の同法の回顧に､ 坂田を始め文教族の名前が共通して挙がっているのも (日本私立大学連盟
1972：563､ 日本私学振興財団

1980：84､ 日本私学振興財団

1990：33)､ 影響力の大きさを物語っている｡ な

お､ 元文部官僚の安嶋彌も戦後文教政策の政官関係の分岐点 (政高党低から党高政低) に坂田文相就任前後を挙
げている (2008年３月14日の安嶋彌氏へのヒアリングより)｡
23

なお､ 文教族と一括りにいっても､ 稲葉修､ 劔木亨弘､ 灘尾弘吉､ 坂田道太といった文教の古参・大御所らと､
西岡武夫､ 河野洋平､ 森喜朗といった文教族第二世代とは､ その ｢政策選好｣ が大きく異なる場面が存在してい
ることも事実である (Schoppa

1991､ 渡部

2007)｡ こうした同政策領域内の族議員の異同については別途詳

細な実証的研究を要する｡ 別稿に譲りたい｡
24

｢政策ネットワーク｣ の概念及びその事例研究については､ 差当たり､ 秋月 (1998)､ 韓 (2003)､ 原田
(1996)､ 原田 (1998)､ 風間 (2006)､ 木原 (1995)､ 真渕 (1991)､ 牧原 (1991)､ 正木 (1999)､ 真山 (1994)､
中村 (1998)､ 西岡 (2004)､ 新川 (1992) 参照｡

25

政権与党族議員 (文教族) と所管省庁 (文部官僚) を軸に利益集団 (本稿では私学諸団体) が集結する割拠主
義的執政ネットワークのこと｡ 部分社会や政策共同体と称することもある｡ ショッパは､ 自民党一党優位政党制
下の政権与党の事前審査と党内合意を重視する政策決定構造が ｢下位政府｣ (sub-governments) を強固にして
きたと指摘している (Schoppa

26

1991：8-21)｡

この意味からすれば本稿は､ 政治学での官僚・政党優位論の論議に立ち入るものではない｡ むしろ両者の関係
をゼロサムに捉えず､ 両アクターの相互依存＝浸透により政策領域毎に機能的な ｢政官混合体｣ としての ｢政策
共同体｣ が構築される契機とその有様を具体的事例に即して考察するものである｡ 同種の分析視角を採用するも

211

のとして､ Aberbach (1981)､ 佐藤・松崎 (1986) 参照｡
27

同種の指摘として､ 渡部 (2003：35)｡

28

別の観点から私学政策の定見のなさを指摘するものとして､ 市川 (2006：243-272) がある｡

29

同様に､ 政策過程分析を政策研究の中核の一つとして位置づける必要性を提起するものとして､ 金子 (1993：

193)､ 有本 (2006：14)､ 塚原 (2007：159) などがある｡
30

なお､ 高等教育分野における政策過程分析としては､ 橋本 (2002)､ 羽田 (1999)､ 伊藤 (1999)､ 黒羽
(2001)､ 黒羽 (2002)､ 大崎 (1999)､ Pempel (1978)､ 斎藤 (1984)､ 斎藤 (1990) などがあるが､ 戦後高等教

育政策の内在的機能とそれを取り巻く政治的構造を析出し､ かつ福祉国家体制と1970年代の高等教育政策の関連
性を問うた橋本 (2002) は､ 従来の高等教育研究の分析枠組に対する反省を経て､ その代替案の提示にまで分析
射程を拡大させる秀逸な論考である｡ 1970年代以降の高等教育政策の分析モデルと､ 本稿で提示した自民党文教
族等の ｢政治アクター｣ の結束・台頭という政治現象を交錯させ､ 教育政策と ｢政治｣ との関連を問う汎用的・
重層的な分析モデルの構築については､ 紙幅の関係もあって本稿のような事例分析とは別に考察する必要がある｡
そこでは､ 対象とする年代やその時代的文脈､ 主要アクターの性格と各政策段階での行動様式､ イシューの固有
性と一般性､ 利益団体との関係などの条件・制約を加味することが求められる｡ また､ 本稿に引付けて言えば､
｢私学助成｣ というイシューが有する性格・内在的機能とそれに対するアクターの行動様式との関連性を考慮し
た上での検討が望まれる｡ これについては他日に期したい｡
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つながりから見る ESD 研究：
社会関係資本論を用いた ｢持続可能な発展のための教育｣ への視座
Applying the Concept of Social Capital to Education
for Sustainable Development (ESD) Study

丸山

英樹＊

MARUYAMA Hideki

Abstract
Sustainability is one of the most active research issues today. As public awareness of environmental protection has risen, environmental education has become increasingly important. The
United Nations has started its Decade of Education for Sustainable Development (ESD), and
UNESCO suggests interdisciplinary approaches to ESD because the existing discipline is not
sufficient to meet the needs of the real world.
However, "ESD studies" are ambiguous because the term sustainable development, although
widely used, is not clearly defined. This article focuses on the social aspect of sustainability.
Specifically, the concept of social capital is used to analyze the connectedness among entities,
based on the assumption that the essential of ESD studies is not simply a collection of overlapping areas of study such as environmental and gender education, but rather, requires a more
comprehensive perception for study restructuring the nature of education, formal as well as informal, in society.
The article first reviews discussions of social capital. It covers the forms of capital, relationship
with human capital, networks, trust and norms, and disadvantages. The concept of social capital is applied, as a wider outcome of educational/learning activities, to ESD in recent Japanese
contexts. The loss of social connection is exemplified and the balance between social, human,
and economic capital is explained as important. Among the main points discussed are
empowerment of local actors by governmental initiatives and network building between
schools and the community as social capital study. ESD studies can be more meaningful if the
outcomes of these social interactions are considered in education research.

はじめに−持続可能な発展のための教育１−
今日､ 持続可能性は横断的な科学として認識され (Kates et al. 1997：641-2)､ 多方面で最も扱
われるようになったトピックの一つである｡ 同時に､ ｢持続可能な発展という言葉は誰もが好んで
使うが､ それが何を意味するかということになると確信を持てる者は少ない (Daly 1996：1)｣ の
も事実である｡ 日本において経済分野でも近年の景気回復をふまえ､ いかに経済成長を持続させる
かが議論され､ 政治的にも京都議定書のこともあり環境問題が取り上げられるようになった｡ また､
教育ではそれを直接扱う環境教育がこれまで以上に重要とされている｡

*
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確かに地球の自然環境は危機的にあるという一般認識が強くなったものの､ 環境問題に加えて､
今日では社会的な課題も含め､ 包括的に扱う必要性が高まっているのが国際的な潮流である｡ その
取り組みの一つが､ 2002年に日本政府が提案し国際連合で2005年からの10年 (UN Decade) が決
定された持続可能な発展のための教育 (Education for Sustainable Development：ESD) である｡
ESD の枠組みについては当初から幅広い議論がなされており､ 特にリード・エージェンシーの
UNESCO (2002) は自然､ 経済､ 社会､ 政治参加の観点から取り組みの重要性を述べ､ さらに従
来の教育の４本の柱に加えて､ ５つ目の柱として社会を変革することを学ぶ側面を改めて強調し､
教育と社会の関係について焦点を与えている ２｡ しかしながら､ 現在行われている ESD 研究にお
いて何が本質的なものであるかは曖昧なままである｡
サステイン

そうした中､ 包括的な ESD 研究の一つに､ 社会の中で持続 (支持) するに値する､ または値す
るものは何かについて考えさせてくれる事例を中心にフィールド調査を行った ｢持続可能な開発の
ための教育研究会３｣ の成果がある｡ この研究会では､ 社会における持続可能なものの中に学びが
あるという前提で､ 持続可能に値するものを判断する基準の一つして ｢つながり｣ を扱った｡ ｢つ
ながり｣ には､ 人と人の間におけるつながりの他､ 家族や先祖との､ 共同体や地域社会での､ 人類
が連綿と築いてきた文化との､ 人類の英知を超えた大いなる自然や神､ 宇宙とのつながりが含まれ
るとした｡ それは次のような課題意識があったからである｡ すなわち､
｢国際機関や NPO､ 高等教育機関などによる ESD を冠にしたセミナーやワークショップ､ シンポジウ
ムの数はおびただしい｡ ・・・ESD に対するもっとも一般的な批判は､ 多様性を重んじるがゆえの曖昧
性に起因している｡ ・・・環境教育や開発教育のみならず､ 人権教育､ 異文化理解教育､ 平和教育､ ジェ
ンダー教育､ 福祉教育など数多くの教育分野が含まれ・・・多領域をその傘下におく ESD の包括性は諸
刃の剣なのである｡ 社会全体の大きな改革もしくは意識変容につながる可能性を秘めている一方で､ と
もすれば

何でもあり

な性格が前面に出てしまい､ 何のインパクトももたらさなくなる｡ ・・・いか

なる事例であろうと､ 環境や開発問題などを扱うかぎりにおいて ESD という冠がいともたやすく付せら
れてしまう｣ (持続可能な開発のための教育研究会

2007：序)｡

イギリスの社会学者 Giddens も､ 曖昧な ｢エコ (greenness)｣ 概念を避け､ 環境に関する意識
を変えるべきだとする｡ それは､ 人々の日常生活上の決定と直接関係するように福祉政策や市民性
をより広い枠組みの中で統合するものでなくてはならず､ 福祉や社会的責任という他の分野を定め
る権利や義務をより混ぜ合わせたものである｡ そしてまた自分と他人の利益を連結させながらであ
る (Giddens 2007：155) と指摘するとおり､ 現代的な課題を扱う場合の教育研究は､ 従来の研究
枠組みだけでは十分でないといえよう｡
ESD 研究は､ 単に環境教育やジェンダー教育などの従来の教育研究を重ね合わせただけのもの
ではなく､ より包括的な視点が求められる教育研究である｡ これをふまえた上で､ 本稿ではあらゆ
る ｢つながり｣ のうち人間社会におけるつながりに関する研究について深化させることを目的とす
る｡ それは､ 関心の集まりがちな環境問題と同様､ 人間社会においても持続不可能を思わせる状況
が後述の通り指摘できるからであり､ ESD の言説には必ず出てくる国連や開発などの用語によっ
て海外の動向に過ぎず､ ともすると途上国支援のための教育だけと誤解を招く可能性があるためで､
そして日本における教育の成果は学校教育に限らず社会の中で生じるものも含まれ､ 研究対象とし
て扱われるべきであるからである｡ 以下では､ 社会関係資本に関する先行研究をまとめ､ 社会関係
220

つながりから見る ESD 研究

資本の ESD 研究に対する応用について論ずる｡

１. 社会関係資本とは
社会関係資本に関する研究では､ 大まかに､ 市民活動への参加といった地域社会や国家などとの
関連性を扱う構造的な側面と､ 信頼や規範などといった文化的な側面が扱われる｡ 古くは Dewey
が ｢The School and Society (学校と社会)｣ の中で､ 子どもの心的発達に関連して､ 3R's あるい
は教科は社会が過去に発展させてきた道具であり ｢個人の限られた経験の可能な範囲を越えて横た
わる社会関係資本の財に子どもを解き放つ鍵である (Dewey 1900：111)｣ とし､ 社会関係資本と
いう用語で､ 個人の能力を越えた､ 社会の何らかの蓄積について示唆していた｡
個人の持つ社会関係資本について､ フランスの社会学者 Bourdieu は ｢相互に知っている､ ある
いは認識している多かれ少なかれ制度化された関係の永続的ネットワークの所有､ つまりある集団
の成員であることと関係する実際のあるいは潜在的資源の集合 (Bourdieu 1986：248)｣ とし､ ネッ
トワークが知識や態度などの伝達を通じて､ 諸個人の教育機会や雇用機会を左右する資本として作
用し､ 社会的階層を強化することを指摘した｡ その後､ 米国の政治学者 Putnam による ｢Making
Democracy Work (邦題：哲学する民主主義)｣ と ｢Bowling Alone (邦題：孤独なボーリング)｣
によって社会・集団における社会関係資本が扱われ､ Coleman による教育 (人的資本) に関連し
た議論により､ 1990年代後半から社会関係資本の概念が多くの研究者の関心を集めることになった｡
石田 (2004) は社会関係資本研究の潮流を､ ①特定の個人・組織が､ 他の人・組織と取り結ぶ関
係 (ネットワーク) に着目し､ それらがその個人・組織にもたらす利益を検討するものと､ ②特定
の社会・組織の成員間の関係 (内部関係) が､ その社会・組織および成員にもたらす利益について
検討するものに大別できるとし､ いずれの研究も社会関係 (ネットワーク) が特定の個人・集団に
利益をもたらすという共通の視点を持ち､ 研究はその社会関係の追究にあるとする｡ ただし､ 前者
では諸個人や自組織に対する社会関係の生み出す利益についてのややミクロな研究であるため個人
の利益が集団の利益と反することもある｡ 後者は集団・社会全体に利益をもたらす社会関係の創出
に焦点を当てており､ 一人一人の利益が確保されることは重視されていないと言える｡


社会関係資本論における議論

地域社会と国家レベル
社会関係資本議論の火付け役とも言える Putnam (1993) は､ イタリアにおいて1970年代以降の
地方分権化の後､ 州政府の制度パフォーマンスに差が出てきたことに着目し､ その要因を比較分析
した｡ その結果､ 北部の州では人々は互いを信頼し､ 協力し､ 地域社会の活動も活発で連帯感も強
く､ そのため制度がよりうまく機能しており､ これは社会関係資本の蓄積が高いことによるとした｡
そこでは社会関係資本の定義を ｢協調された人々の諸行動を活発にすることにより社会の効率性を
改善できる､ 信頼､ 規範､ ネットワークといった社会組織の特徴 (Putnam 1993：167)｣ として
いる｡ Putnam は社会関係資本を､ 結合型 (Bonding) と橋渡し型 (Bridging) に分類し､ 前者
は共有する枠組みの中における紐帯・連帯感を意味し､ 後者は異なる集団間での協力であることを
示唆した｡ 他の文献では､ これらの型に加えて､ リンク型 (Linking) が扱われることもある｡ リ
ンク型は異なった階層にある権力や社会的地位間の結びつきを意味するが､ 橋渡しとの差は明確で
はない｡ Woolcock (2000) はリンク型によって､ 個人と地域の集団が､ その場の地域を越えた公
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的機関からの資源､ 考え､ 情報を利用することを可能にするとした｡
また Putnam (2000) は､ 米国における社会関係資本の衰退を生活時間調査など多様なデータを
用いて指標化もした｡ 政治参加､ 市民・宗教団体の数と参加､ 社交の場への参加が減少した原因を､
世代別による価値観の変容､ TV の影響､ ワークスタイルの変化 (時間と金銭的余裕)､ 地理的移
動・流動の増加 (時間的余裕の減少) としてまとめた｡ この指標が高いほど､ 殺人事件の発生率が
低く､ 子どもの状態は良く､ 成績も高く､ TV をより見ないことを示した｡
家庭・地域社会の社会関係資本と人的資本の関係
米国の社会学者 Coleman は､ ｢社会関係資本は､ 家庭関係および地域社会の社会的組織の中に
おいて生来備わっており､ 子どもまたは若者の認知的あるいは社会的な発達に役立つ資源の集合で
ある (Coleman 1994：300)｣ とし､ 義務と期待による信頼を伴う関係性の制御を取り上げ､ 公共
財としての社会関係資本の位置づけを記した｡
実証研究として Coleman (1988；1990) は､ カトリック系の学校に通う子どもや片親ではない
家庭の子どもの退学が少ないのは､ 家庭における社会関係資本が大きいためであると論じ､ 社会関
係資本を次のように機能によって定義した｡ ｢社会関係資本は､ その機能によって定義される｡ 単
一の実体ではなく､ 通常は２つの要素をもった多様な異なる実体である｡ そうした実体は､ すべて
社会構造の何らかの側面から構成され､ 個人であれ法人的行為者であれ､ その構造の範囲内で､ 何
らかの行為を促進する｡ 他の形態の資本と同じように､ 社会的資本は生産的であり､ それなしでは
不可能であろう目的を達成することができる (Coleman 1988：S98)｣｡ ここの２つの要素とは､ 社
会構造の一側面で､ 行為者の行為を促進するということ､ 他の資本と同様に何らかの目的のために
利用されるということである｡
だがこうした機能による定義は必然的にその肯定的な側面のみを取り出すことになるので､ 否定
的な側面を捉えていないと Portes (1998) に批判された｡ また､ 辻村は､ コールマンが社会関係
資本の諸形態 (期待・義務・信用､ 情報チャネル､ 規範の効果的な拘束力) と､ その社会関係資本
を促進する構造 (ネットワーク構造の閉鎖性､ 転用可能な社会組織) を論じているとし､ 社会関係
資本とそれを促進する構造を分離できていないと批判する (辻村

2005：365)｡ 説明に使われてい

る学習サークルの構造は転用可能な社会組織の結果でもあり､ 政治システムへの抵抗を生み出す原
因でもあるという連鎖的なものになり､ 明確には構造と規範が分離できないためである｡
さらに Field らは Coleman の人的資本と社会関係資本の関係について､ ①社会的階層を支え再
生産が生じる､ つまり逆説的に社会関係資本が不平等を改善する可能性を軽視している､ ②親族に
着目しすぎて個人を縛る二次的な接続に注意が不十分である､ ③ジェンダーや能力的な障害といっ
た不平等の具体的な形態が抜け落ちている､ の３点を批判している (Field, Schuller & Baron 2000
：245-9)｡ しかしながら Coleman の功績は大きく､ これらの批判も教育と社会関係資本の関連の
深さを示すと同時に研究の余地が広いことを意味する｡
ネットワークとしての社会関係資本
ネットワーク理論を分析する Granovetter は､ 結合型である紐帯 (tie) と橋渡し (bridging)
の議論に関連して､ 強い紐帯 (strong tie) が橋渡しとなるのは､ その社会的ネットワーク以外に
ない場合においてのみであり､ 他方､ 弱い紐帯 (weak tie) は自動的に橋渡しになるわけではない
が､ すべての橋渡しは弱い紐帯であるとして､ その優位性を論じた｡ ｢強い紐帯は､ 局部的に結束
力を生み出すものの､ 全体的な断片化を引き起こす (Granovetter 1973：1378)｣ ためである｡ 橋
渡しをする弱い紐帯の観点は､ Coleman と Putnam が相反する点でもある｡ ｢Coleman は密度の
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濃い社会的結合 (bonds) が重要であるが､ Putnam はイタリアの研究から広い協力を助長する社
会的な裂け目を横断するような市民参画の水平なネットワークが重要であるとしている
(McClenaghan 2000：573)｣｡
また､ Burt は､ 社会関係資本の偶発的な機能に着目しネットワーク分析をもとに論じた｡ その
論考によると､ 紐帯の強弱ではなく､ 組織が機能するには橋渡しをするための ｢構造的すきま
(structural holes)｣ が必要で､ 特にピアの少ない経営者には有効であると指摘した｡ ｢偶発的な機
能は､ 社会関係資本の価値について２つのことを語る２つの特徴を持つ｡ 一つは社会関係資本の価
値は､ 同じ仕事をする者の数が増えると下がる｡ 第２に､ ピアが社会関係資本の価値を蝕む比率は､
社会関係資本が最も価値ある際に最大となる (Burt 1997：356-7)｡｣ Coleman が深い関係性の強
味を指摘していた一方で､ Burt は断絶された希薄なネットワークにおいてこそ構造的なすきまが
できるゆえに､ 拡散的で開放的になる社会関係のメリットを指摘する｡
Lin (2001) は､ 社会的地位の上昇に関する研究の中で､ 社会関係資本に関する不平等を扱い､
資本に関する不利 (capital deficit) と収益に関する不利 (return deficit) という概念を使いた｡
前者は､ 投資のされ方や機会の与えられ方によって､ ある集団の持つ資本が､ 別の集団に比較して
少なくなることを意味する｡ 後者では最初に同じ一定の社会関係資本を持っていても､ 地位達成の
過程における組織上の位置や職業上の威信や収入などの点で､ 結果的に受け取る収益に差が生じる｡
原因として､ 本人の認知上の困難やためらい､ 本人と組織を結ぶ媒介者 (agent) の努力の違い､
動員された資本に対する労働市場・組織・制度自体の反応の違いを挙げる｡ この研究は中国系の者
も対象に､ 例えば遠慮することが能力発揮できない原因であるなど､ アジア的な規範を扱っていた
ため､ 日本の文化的背景と重なる部分が示唆的である｡
規範と信頼
Fukuyama は社会関係資本を ｢２名あるいはそれ以上の個人の間における協力を促進させるイ
ンフォーマルな例示化された規範 (Fukuyama 2001：7)｣ と定義し､ 信頼やネットワーク､ 市民
社会などは付帯現象であるとした｡ すなわち､ 彼は規範こそが社会関係資本そのものであるとした｡
｢それは実際のところ､ 部族や一族､ 村の寄り合い､ 宗教的派閥は共有された規範の上で成立し､
協同的な結果を達成するために規範を利用するのである (Fukuyama 2001：9)｣｡ 社会関係資本を
具現化するすべての集団は､ 一定の信頼範囲､ つまり規範によって協力的である人々のサークルが
作られるとした｡
信頼について､ Putnam は個人の経験や関係で成立している信頼は厚い信頼 (thick trust) で､
一般的な社会に対するものを薄い信頼 (thin trust) とした｡ 後者は前者よりも有益で､ それは信
頼の範囲 (radius of trust) を広げるからである｡ 他の見知らぬ市民を信用する人は､ よりボラン
ティアや社会活動に従事し､ 寛容性に富む (Putnam 2000：136-137) ため､ 即時的な見返りを期
待せずとも信頼して社会に貢献することができるのである｡
心理学者の山岸は､ 能力に対する期待による信頼 (パイロットが飛行機を操縦できる能力をもっ
ていることに対する信頼) と意図に対する期待による信頼 (部下が頼まれた仕事をやろうとする意
図を持っていることに対する信頼) を区別する必要があるとする｡ 彼は後者の意図に対する期待に
よる信頼を取り上げ､ その信頼が高い者は他人の信頼性をより見極めることができるとしている
(山岸

1999：12-15)｡ 能力と意図を区別することは､ 今日の教育課題が能力へ偏重しがちである

ことからも､ ミクロレベルにおける教育と社会関係資本の議論に重要である｡
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社会関係資本の負の側面
社会関係資本の議論では､ それを蓄積する社会と成員によって利益をもたらす点ばかりが強調さ

れがちであるが､ 負の側面も指摘されている｡ 例えば､ 排他性に関する問題､ 個人の能力以上の影
響､ そして測定の困難さが挙げられる｡
排他性
ある集団の規範や期待によって強化される結合型の社会関係資本である紐帯は､ 集団外の成員や
外集団に対する排他的な態度を生むことがある｡ 例えば近年､ 欧州で広がるイスラームへの不信あ
るいはムスリム移民と共存することに対する不安は､ ホスト国の市民を結束させることになると同
時に､ そうした態度に対抗することを目的にムスリム側でも結束力を高める動機となる｡ Putnam
(2000) はこうした傾向を結合型の社会関係資本による負の側面として捉えおり､ 水平で横断的な
ネットワークである市民の参画が重要であるとする｡ 世界銀行の専門家 Narayan も､ 市民の参画
とは､ 民族､ ジェンダー､ 階層､ 宗派､ 地理などを横断している (crossing) 紐帯であるとした
(Narayan 1999：13-18)｡
Portes は､ 部外者の排他 (exclusion of outsider)､ 他の成員の足を引っ張ること (excess
claims on group members)､ 個人の自由に対する社会的圧力 (restriction on individual freedom)､ 他者を見下す規範 (downward leveling norms) という､ 結合型である紐帯の中において､
少なくとも４つの負の側面があることを指摘する (Portes 1998：15)｡
社会関係資本を信頼として捉えた Fukuyama (2001) は､ 信頼の高い社会における企業の生産
性が経済に貢献していることを論じた｡ その中で､ 日本は信頼が高く､ そのため機会費用が小さく
て済む分､ 経済の生産性は高いとしている｡ しかしながら､ この分析は家族としての会社として諸
外国で注目された従来の日本の企業のあり方が議論のもとになっているため､ 必ずしも今日的では
ない｡ さらに､ 強い紐帯による日本人の持つ排他性は､ 人類学者の中根 (1967) が記すとおり､ 文
化的に ｢ウチ｣ と ｢ソト｣ を分ける特徴からも説明できよう｡
個人の能力を越えた資本
社会関係資本が社会の問題をすべて解決する万能薬のように使われる危険もある｡ Portes は､
｢資源そのものを､ 異なる社会構造での､ ある集団に所属していることによる長所によって資源を
得ることのできる能力から区別することは重要である｡ これは Bourdieu では明確であったが
Coleman では不透明である (Portes 1998：5)｣ とし､ 例えば､ 学生 A が身内から多額のローンを
得ることができ､ 学生 B の身内に余裕がない場合､ 学生 B の能力が欠けているわけではなく､ 手
段に欠けていることを例示する｡ これは社会関係資本の源泉が個人そのものに左右されるわけでは
なく (人的資本との最大の相違点である)､ 他者との関係性から得られる利益に加えて､ 関係の有
無そのものがその個人にとっての利益になるためである｡
また､ Putnam の議論についても堂々巡りが展開される点に Portes は批判的だ｡ 個人よりも地
域社会と国家の財産としての社会関係資本には原因と結果の両方が同時に生じるため､ 経済発展や
犯罪の減少といった良い結果が､ 社会関係資本の存在をも推察させることになるとする｡ 例えば､
うまく機能している都市は高い社会関係資本を持ち､ 他方うまくいかない都市はそれが不足してい
ると捉えられる (Portes 1998：19)｡ このように社会関係資本が曖昧であることにより､ 測定する
ことの困難を意味する｡
曖昧さによる測定の困難
他の研究と同様に､ 方法論上､ 社会関係資本研究にも測定の限界が存在する｡ Portes は､ 次の
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ように述べる｡
｢社会関係資本の分析者は､ 特定の論理的な原因を観察しなくてはならない｡ まず､ 理論的にも実証的
にも概念の定義を､ 主張された結果から分離させること｡ 次に､ 方向性に対してある程度の制御を設置
すること｡ それによって社会関係資本の存在が､ 生じることが期待される成果の前に示される｡ 第３に､
社会関係資本とそれによって期待される結果の両者の説明ができる他の要因の存在を制御すること｡ そ
して第４に､ 系統だった方法で地域社会の社会関係資本の歴史的な源を捉えること｣ (Portes 1998：2021)｡

要するに､ 何でも社会関係資本という概念で説明してしまおうという曖昧さとそれによる測定の
困難に対して､ 彼はより慎重に測定するために整理・制御を行い､ 地域社会の文脈を捉える重要性
を指摘している｡ このことからも､ 社会関係資本の測定には公的な指標が使われがちであるが､ イ
ンフォーマルな側面も重要であることがうかがえる｡
先の Putnam のイタリアの研究では地域のクラブや協会の密度､ 新聞購読数､ 投票率などを用
いたが､ 米国の研究では大きく３つの米国の州ごと ４ の国民調査データを元に社会関係資本指標
(Social Capital Index) として14項目を合成して測定した｡ その社会関係資本指標の項目には､ 地
域社会の組織的生活 (市民団体数など)､ 公的行事への参加 (大統領選挙への投票率など)､ 地域社
会ボランティア (地域社会事業に従事した回数など)､ インフォーマルな付き合い (自宅で人をも
てなした平均回数など)､ 社会的信頼 (｢ほとんどの人を信頼できる｣ に同意など) が含まれている｡
このように社会関係資本の経年変化を公式情報によって測定する研究も少なくない｡
Fukuyama は社会関係資本の最大の欠点は､ それを測定する共通の方法が存在しないことであ
り､ これまで少なくとも国勢調査に頼るか､ 信頼と市民の参画についての調査という､ 大きく２つ
の方法しかない (Fukuyama 2001：12) とし､ 近年の通信技術の発展によって人間関係のあり方
が変化していることから測定がより困難になっていると述べる｡ その上で､ 社会関係資本の減少を
減り続ける伝統的な市民参加で実証することは困難だと Putnam を批判し､ むしろ犯罪率の上昇
の社会悪が増加していることでその減少を説明した｡
Field らは人的資本が直線的なモデルであることに対して､ 社会関係資本は相互作用的で循環型
がより強いため､ 明白で測定可能な見返りをはっきりと直接に伴うことは少なく､ ｢確かに社会関
係資本の見返りは全く測定することができないかもしれない (Field, Shculler & Baron 2000：
252)｣ とする｡ 特に彼らは､ 政策策定や予算配分といった面で課題となることを指摘し､ Coleman
と同様に社会関係資本の人的資本に対する貢献について焦点を当てることで､ より明示的に扱おう
とする｡


日本国内における社会関係資本論の教育への議論
2000年を前後に国内でも社会関係資本の概念が盛んに使われるようになり､ 教育と関連づけ､ 社

会関係資本概念に着目した西井 (2001) は､ 日系ブラジル人児童に対する教育支援は適切な規範と
信頼にもとづく協力関係が存在する環境の中で行われるべきで､ そうした環境で学習する過程を通
して児童自身が規範と信頼を自分の文化として統合していくという文化的アイデンティティを形成
させるべきであると指摘している｡ 渋谷 (2005) も社会関係資本から見た生涯学習のインパクト､
特にインフォーマルな側面の制度への影響について記し､ 地域開発と幅広い学習について社会関係
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資本の有用性を示唆している｡ 山田は､ 社会関係資本という用語は使っていないが､ 門脇 (1999)
の提唱する ｢社会力｣ 概念を用いて学校教育と家庭環境をみることで子どもの社会化の測定を試み
ている｡ 再生産論のように､ 社会経済上の地位が相対的に低いほど社会的に孤立し､ 分断される傾
向があると示唆した (山田

2006：88)｡ さらに､ 学年が上昇するにつれ､ 勉強が得意な者ほど､

共感・互助志向が低くなることも指摘している｡ 平塚は､ ポスト近代型能力の獲得が平等に保障さ
れているかどうかという前提に､ 若者の移行期における社会関係資本の関連性の拡大について着目
し､ 同時進行的な不平等・格差拡大の課題を整理している｡ ｢近年生まれているのは､ 社会関係資
本が経済資本・文化資本の従属変数化しつつある状況である (平塚

2006：74)｣ とし､ 自主的な

市民活動に参加できる階層と､ 参加しづらい階層の間で社会関係資本をめぐる格差が急速に広がる
危険性を指摘している｡ そしてポスト近代型能力が求められる時代においては､ 学校だけでなく学
習者の生活環境も学習環境になり､ それらの環境条件の平等化が重要であるとする｡
北海道知事政策部は､ 地域活性に関する全国の事例調査を行い､ インフラなどの側面が注目され
がちな地域開発ではなく地域が主体的に課題へ対応する力を開発すべきと提言している｡ 醸成すべ
き社会関係資本を状態とし､ それを基盤に地域自らが課題を解決する能力として ｢地域力｣ を引き
出すという立場を取っている (北海道知事政策部

2006：14)｡ また社会関係資本が豊かであれば

自動的に ｢地域力｣ が形成されるわけではないことも記されている｡ 報告書では､ 行政との協同に
関する記述､ すなわちリンク型の社会関係資本が多い｡ しかし学校との連携について､ 防災や治安
に関する避難所として､ あるいは地域の活動のために空教室や廃校を活用するという､ 主にハード
ウェアとしての位置づけに留まっており､ 学校の先生を､ 子どもをより理解する地域のキーパーソ
ンとして位置づけるなどの､ より踏み込んだ提言にまでは至っていない｡ これは一般的に言われる
ような学校の閉鎖性とも関連しているとも思われる｡

２. 社会関係資本の ESD 研究に対する応用
社会関係資本は学校に限らず社会の中で培われるもので､ 相互作用的である｡ つながりの形態と
して結合型か橋渡し型に大別され､ 焦点となる関係性・ネットワークをどの水準で捉えるか､ 測定
のためには公式・非公式情報､ 特に急速に発展するネット社会における情報の流れも射程に入れる
必要がある｡ 社会関係資本は､ 成員である個人とその所属する集団にとっての利益を生むだけでな
く､ 時に直接には関係しない者や集団に対しても利益をもたらす (主に橋渡し型)｡ だが他方で､
成員と所属集団の利益のため､ 集団に所属していない者に対して不利益をもたらす側面もある (主
に結合型)｡ そしてその源泉に着目するのか､ 結果に着目するのかによって､ 社会関係資本の定義
と測定手段は異なる｡ 規範や信頼は公教育で効率的に生産され､ 日本における生涯学習の範疇であ
る社会生活やレジャーなどから結果として得るインフォーマルな学びの成果としても､ 個人と集団
の中に蓄積される｡
ESD 研究への応用にあたり､ 学校教育との関係で重要になるのが､ このインフォーマルな学び
で得られるものを日本の社会における教育成果であると考える視点である｡ 例えば､ Maruyama
(2008a) が取り上げた事例の中で示されるとおり､ 公民館で学生が地域社会のファシリテーター
となることで学び､ 何かを得ることは､ 学校における学習のみが教育の成果ではないことを意味す
る｡ これは､ 近年の公教育−ノンフォーマル教育−インフォーマル学習の境界は曖昧で､ 連続した
軸の上にそれぞれの教育と学びの活動が位置づけられ､ 時と場合によってその軸上で移動する
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(Rogers 2004：251-63) ためである｡
本稿は ESD 研究を包括的な視点をもって取り組むべきだという立場をとり､ ｢エコ｣ 運動とそ
の教育だけでなく､ ESD が社会と教育のあり方をとらえ直すきっかけとなりうると考えるため､
社会における持続＜不＞可能性を広義の教育で解決しようとする方向性を持つ教育が ESD の本質
ととらえる｡ 社会が持続可能であるためには､ 社会的つながりが最も重要な概念の一つであり､ そ
れはすなわち､ 学校教育を含み社会の中で生じる生涯学習と位置づけられる広義の教育の中で蓄積
される社会関係資本のことである｡ そして社会関係資本を蓄積する社会が､ つながりに関する課題
を解決し､ 自らを持続可能にすると考えられる｡


つながりの喪失と社会問題としての教育
社会的なつながりは､ 近年､ 取り上げられる機会が増えている課題の一つとなった｡ 2007年６月

に内閣府から発表された国民生活白書 ｢つながりが築く豊かな国民生活｣ では､ 現代における家族､
地域､ 職場の物理的・時間的・精神的な各側面のつながりが希薄化し､ それによって国民生活が十
分満足できないものとなっていると指摘している｡ そして､ つながりを再構築していくには､ つな
がりを持つ上での制限をなくすこと､ 家族､ 地域､ 職場それぞれが工夫をすることが重要であると
した (内閣府

2007：202)｡ フリーターは200万人､ ニートは60万人を越える今日､ ｢ワーキングプ

ア｣ や特定住所を持てずインターネットカフェで寝泊まりする ｢ネットカフェ難民｣ に関する報道
や調査などで日雇いの職しかない若者の過酷な暮らしぶり､ 自己責任の名のもとに企業などが若者
を使い捨て､ 切り捨てる傾向が紹介されるようになった５｡
子どもと若い世代を取り巻く環境として特徴的なのは､ 少子化と地域での子育ての課題､ 子ども
を狙った犯罪､ 子どもによる犯罪､ 自殺､ いじめといったこれまで確認されている問題の他､ 情報
通信技術の発展による人間関係の質的な変化によって孤立感を高めるといった目に見えにくい課題
である｡ 仮想世界の匿名性や流動性は､ 立ち寄るだけ､ すぐに出て行く関係性を助長する｡ そのよ
うな世界の入口と出口が簡単すぎると､ 責任､ 信頼､ 相互扶助などは発展しない (Putman 2000：
177) と指摘されるように､ 他人との関わり合いが一層希薄になる｡ また､ 門脇 (2003) は､ 子ど
もという分類を40代の保護者まで拡大し､ 世代間の接触が希薄になったことによる社会的課題が高
度成長期以降に増加していることを指摘する｡
学校教育に関して､ その成果に対する過剰な期待によって､ 山岸が記す信頼 (社会関係資本) の
うち､ 能力に対する期待の偏りが生まれ､ 他人の信頼性を見極めることができる意図に対する信頼
が軽視されがちな教育環境となり､ それを経た者が増えると Putnam が示唆するように全体的に
社会への信頼が減少する｡ それゆえに､ 報道が続く学力低下､ 学習意欲の低さ､ 低年齢化する受験
競争､ 教育の質に問題があると公立学校を避ける保護者の増加などを背景に､ 国際的な学力調査で
順位を上げることを目的に教育内容を改善しても､ 偏りは改善されない｡ さらに過度な競争では､
Portes が示したように個人の能力水準が同じでも属する集団 (社会) の持つ資源が公平でない場
合､ 個人の努力への見返りにも差が生じるため､ 再生産状態を作り出すことになる｡


社会関係資本､ 人的資本､ 経済的資本のバランス
教育・学習は個人における人的資本の蓄積を高め､ 学校はそれを制度化したものである｡ これま

でのシステムでは､ 高めた人的資本を根拠に進学､ 就職そして収入 (個人レベルの経済的資本) が
蓄積された｡ 再生産論の観点からすると､ ある個人は､ 構造的にその２つの資本を蓄えることので
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きた身内の持つ交流などを経て文化資本 (あるいは社会関係資本) を受け継ぎ､ ２つの資本を有利
に蓄えてきたわけだが､ 日本の強みは教育により社会流動性を比較的広く確保したことであった｡
しかし集団として経済発展が重視され続け､ 効率性を求める人的資本への投資がさらに強まり､
社会における持続＜不＞可能性がつながりの喪失として顕在化するようになってきている現在､ 持
続的な社会発展のためには経済的､ 人的､ 社会的なそれぞれの資本をバランスよく蓄えることが重
要である｡ Maruyama (2008b) は震災後の復興運動をきっかけとしたトルコの地域開発とその持
続性について分析し､ 地域における暗黙知の伝達など学校外の学習においても社会関係資本が蓄え
られることを論じた上で､ そのことを指摘している｡ 今後､ 右肩上がりの経済発展が大きく望めな
い時代には一層そのバランスが求められ､ 社会関係資本を蓄える社会は持続可能性を持ち､ そこで
生じる広義の教育は ESD であるといえる｡
社会関係資本の強化は､ 社会的な学習プロセスと見なすことができ､ 社会経済的な再活性化､ 開
発､ 変革を目的とした協同的な活動における市民として参画させることによって､ 個人と社会的集
団をエンパワーすることに寄与する (McClenaghan 2000：566) ため､ 学校に限らず､ 多様な学
習の場を確保することは重要である｡ それに伴い､ 学習の成果が数値として示されない場合でも非
公式な関係性 (社会関係資本) が形成される学習プロセスは ESD 研究の対象となりうる｡


行政の役割と学校の強み
持続可能性を担うアクターは現地に存在するが､ 社会関係資本の蓄積によって地域と人々のエン

パワーメントを制度化できるのは行政である｡ これは ｢善きにつけ悪しきにつけ､ 我々は公的機関､
つまりは法律によって､ 一般化された相互依存すなわち社会関係資本を通して強化された非公式的
なネットワークを介して我々ができることを達成することになるからである (Putnam 2000：
147)｣｡ 豪州政府および関連団体は社会関係資本を地域社会と教育の発展に寄与する鍵概念の一つ
として捉える (ABS 2002：1-2) といった動きも世界的に増えており､ 北海道のように行政が取り
組む意義は小さくない｡ ただし､ 国家の社会関係資本に対する関与はその蓄積に負の効果をもたら
すものもあり (Fukuyama 2001：17-18)､ 行政の制度化や環境整備が地域における試みを破壊す
ることなく､ 日本の場合､ 特に留意すべきは､ 社会関係資本の形態のうち､ 結束や結合の形態に偏
らないようにする点である｡
また､ 日本の学校は地域の防犯や防災からハード面で位置づけられがちであるが､ それが持つネッ
トワークも重要な役割を持つため､ ESD 研究となる｡ 学校教育によって規範などの社会関係資本
を高めることができることに加えて､ 社会関係資本が循環的で相互作用的であることから､ 社会関
係資本が教育に貢献することも考えられる｡ すなわち､ 教育と社会関係資本の間において相乗効果
が期待できるのである｡ 少子化で統廃合のすすむ学校も設備の開放・活用に加えて､ 子どものこと
を考えるという共通の目的を持つ保護者と教員の間における橋渡し型の連携と信頼を築き､ 子ども
のことをよく知る教員がキーパーソンとなり､ 地域社会との連携がより可能となれば､ 信頼の範囲
やネットワークは拡大し､ 社会関係資本は蓄積されるためである｡

おわりに
本稿では､ 社会関係資本が蓄積される社会が持続可能な社会であるとし､ 社会関係資本とその
ESD 研究への応用について論じてきた｡ ｢社会関係資本に気づくことは､ 発展を理解するために大
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変重要である｡ 社会関係資本を､ 経済政策や施設建設のように公共政策を通じて生み出すことは困
難である｡ ・・・社会関係資本の問題は､ 完全な理性的な理由によって規範を定め､ 服従を期待す
る権威の階層的な源泉によっては生み出されにくいことである (Fukuyama 2001：7)｣ ため､ トッ
プダウンによる公的な取り組みだけでは社会関係資本は蓄積されにくい｡ それは､ ｢インフォーマ
ルな学習を好むことが､ 社会関係資本と強く関連している (Field et al. 2000：254)｣ ことからも
明白である｡
したがって､ 社会が持続可能であるためには､ アクターの主体的な取り組みを教育機関などが教
育・学習の一環として捉え､ 支えること､ 行政が特に異なる集団間のつながりを全体的に支援する
ことが､ それぞれにとって有益であり､ 同時に参加者個人と所属集団が利益を得て､ 社会全体に回っ
て信頼と協力などの利益をもたらす｡ それができる社会では､ 社会関係資本が蓄積され続け､ 持続
可能となる｡ そしてそれを教育の面から扱う研究は､ ESD 研究である｡
社会関係資本研究第一人者の Putnam は ｢半世紀にわたる人生の満足に関連することの研究か
ら得たただ一つの最も共通の知見は､ 米国のみでなく世界中において､ 幸福は､ その人の社会的つ
ながりの幅と深さによって最も予測される (Putnam 2000：332)｣ と記している｡ 現代の日本に
おいて､ 同質的な結束の強化だけでなく､ Burt が示唆するように異なることを行う者の多い方が
社会関係資本は増えるため､ 異なる集団間におけるつながりを再生・再構築していくことは重要な
課題であり､ 公教育からインフォーマル学習を含む生涯学習はその手段として大いに可能性を内包
するものである｡ ESD 研究には､ ｢エコ｣ による自然環境との関わりだけではなく､ 社会的な課題
をより捉える視点が求められている｡
謝
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注
１

Education for Sustainable Development

は ｢持続可能な開発のための教育｣ と訳されることが多いが､ 社

会における内発的な発展の視点を重視するため､ 本稿では

development

を ｢発展｣ とした｡ 内発的発展論

については､ 鶴見ら (1989；1994；1998；1999) を参照のこと｡ なお､ 文部科学省ユネスコ国内委員会は国内
への普及促進のため2008年２月現在 ｢持続発展教育｣ という訳語もあてている｡
２

第13回世界比較教育学会でのユネスコ・バンコク事務所長シェルドン・シェーファー氏の基調講演より
(2007年９月６日)｡ ４本の柱とは､ ドロール報告書で提唱された ｢知ることを学ぶ｣､ ｢為すことを学ぶ｣､ ｢他
者とともに生きることを学ぶ｣､ ｢人間として生きることを学ぶ｣ である｡

３

平成18年度 ｢アジア太平洋地域の持続可能な開発のための教育に関する国際研究集会に向けた企画調査 (科学
研究費補助金基盤研究Ｃ (研究代表者：永田佳之))｣

４

ただしアラスカ州とハワイ州は除外 (Putnam 2000：487)｡

５

日本テレビ ｢News ZERO｣ (2007/３/７放映)；NHK ｢NHK スペシャル｣ (2007/12/10放映) など｡ ｢難民｣
の数は都市部を中心に約5400人と推計されている (厚生労働省

2007：1-2)｡
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都市の教育政策研究の諸相
Some Aspects of Research on Urban Education Policy in Japan
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Masato HONDA

Abstract
Compared to United States, there has been little research on urban education policy and politics in Japan in the post World War II era. It is important to consider how much money is
spent on Japanese public school systems, especially in urban cities, because these are confronting difficult fiscal conditions and requirements for accountability of local governments and
boards of education. The main focus of urban education policy studies that should be planned
and implemented in Japan would be municipalities as government-designated cities (seirei-shit
ei-toshi), core cities (chukaku-shi), and special case cities (tokurei-shi).
Some models and frameworks proposed by American researchers, such as the urban regime
theory and urban city competition model have numerous implications for Japanese urban education policy research. In particular, the case study approach taken by urban regime scholars
led by Clarence Stone is very useful in Japan, as it is possible to analyze the context of the
urban city, which shows the reason why a certain education policy is adopted.
Japanese urban education policy studies would have several components, including: (1) Attention to policy termination and transformation, (2) reconsideration of the political neutrality
of education in local-level politics, (3) attention to the urban education governance structure
as an explanatory variable, and (4) analysis of how an urban city government is free from the
upper-level government when it makes its own education policy, based on categorization of
education policies into some types and policy packaging.

はじめに
本稿は教育政策・教育行政研究において都市自治体とりわけ大都市自治体の教育改革施策に焦点
を当てる場合のフレームワークについての示唆をえるために､ 米国の研究動向をふまえて､ 日本に
おける都市教育政策研究・都市教育行政研究の意義と発展可能性についての筆者の見解をまとめる
ものである｡ したがって本稿でいう教育政策・教育行政とは主として義務教育段階を対象とする自
治体の施策・事務・事業に限定して用いることにする｡ まず日本の教育政策研究・教育行政研究に
おいて都市に注目する理由を明らかにする｡ 次に都市政策・都市行政研究の動向について米国の例
を紹介する｡ 最後に日本における都市教育政策研究の今後の課題を述べる｡

*

教育政策・評価研究部総括研究官
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１：都市政策研究と教育
戦後日本の都市政策への関心の高まりはいくつかの波があるが､ 典型的には1960年代の高度成長
とそれに伴う都市への人口集中や公害問題､ また1970年代の行政のスリム化を本来の趣旨とした
｢都市経営論｣ がきっかけを作ってきたことは間違いないであろう｡ しかしそうした都市問題への
アプローチを試みる著作の中で教育が一定の位置を占めることはあまりなかった｡ たとえば､ 1960
年代には岩井他編

都市問題講座

(有斐閣､ 全７巻) が､ 1970年代の岩波講座

現代都市政策

(岩波書店､ 全12巻) が編纂されているが､ いずれも教育は扱われていない｡ 1980年代に刊行され
た都市政策に関する叢書では､ たとえば石原信雄・吉田公二編集代表 ｢新時代の都市政策｣ (全12
巻) シリーズのうちの第11巻に久保庭真一編
に刊行された坂田期雄編

都市と教育

都市の教育・文化

は､ 磯村英一監修

が収められている｡ ほぼ同時期

明日の都市

全20巻のうちの第12巻で

ある｡ 都市政策としての教育にも焦点があてられるようになったものの､ 残念ながら両書ともその
中身においては､ 都市固有の教育政策課題や現状分析がなされているわけではない｡
また､ たとえば横須賀市都市政策研究所や神戸都市問題研究所､ 東京市政調査会などのような都
市政策の立案に寄与しようとする自治体関連のシンクタンクは少なくないが､ これまでそうしたシ
ンクタンクにおいて都市の教育政策・教育行政を特に意識した研究に盛んに取り組んだケースはほ
とんどないように思われる １｡ そのうちのほとんどは都市自治体の研究機関 (組織) であるが２､
研究テーマとして教育政策が取り上げられることは管見のかぎりほとんどないようである｡
とはいえ､ 都市における教育問題を扱った文献がまったくないわけではない (大阪教組過密と教
育研究グループ編1972､ 指定都市教育研究所連盟1974)｡ しかしながらあくまで都市の教育事情､
児童生徒をとりまく環境に焦点を当てるものであって､ 本稿の関心たる都市の教育政策・教育行政
という観点から書かれたものはほとんどない｡ これに対し､ 米国の都市教育政策・教育行政研究で
は豊富な研究成果の蓄積が見られ､ そのフレームワークや手法を援用した日本の文献はあるものの
(たとえば坪井1998､ 山下2002､ 小松2006など)､ そこでの具体的な研究対象は米国の事例が中心で
あって､ 日本の都市が対象となっているものはほとんどない｡ しかし､ 次に述べるように､ 都市自
治体の公教育サービスの供給は地方自治体全般において相対的に重要な位置を占めることがわかる｡

２：地方教育政策・地方教育行政における都市の重要性


対象としての都市
都市の定義は論者によって多様である｡ 日本においては地方教育行政・教育政策がごく少数の例

外を除き､ 都道府県および市町村ごとに置かれる教育委員会を基本単位として成り立っていること
から､ もっとも広い意味では地方自治体すなわち､ ｢市｣ が該当しよう｡ しかし､ それら ｢市｣ の
中でも法令その他における様々な基準をもとに制度的にあるいは機能的に様々な区分がなされるの
が普通である｡ たとえば政令指定都市､ 中核市､ 特例市があり､ これら自治体の教育行政組織 (教
育委員会または教育長) は相互の連絡調整のために指定都市教育委員・教育長協議会､ 中核市教育
長連絡会などを組織している３｡ その他にも５次にわたる一連の全国総合開発計画の中では①地方
中枢都市４②地方中核都市③地方中心都市５④業務核都市６などの区分と地域指定がなされた｡ たと
えば③の地方中心都市などは複数自治体を地域的に捉えて指定したものであって､ 都市政策・都市
行政研究の知見を活用するには本稿でいう都市教育政策研究の主たる対象もまた都市圏域を想定す
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ることもありえる｡ しかし当面は､ すでに述べたように､ 日本においては教育委員会の管轄区域が
基本的に自治体の行政区域と一致しており教育委員も自治体の首長から任命されていることから､
自治体を基本単位として､ そのうち政令指定都市や中核市､ 特例市等を主たる対象とすることが適
当であると思われる｡


地方歳出に占める大都市のシェア
教育サービス､ とりわけ義務教育についてはその全国的な水準の維持が望まれるから､ これまで

の教育政策立案あるいは教育行政研究が大都市とそれ以外 (たとえば小都市・町・村)､ 都市と農
村等を区別して扱うことにさほど熱心でなかったとしても無理はない７｡ しかし､ 今次の地方分権
改革にみるように､ 基礎的自治体の自主性・自律性の発揮が期待される中にあっては､ 自治体教育
政策の分析・検証・評価をするにしても個々の自治体の行財政規模や能力に即した分析枠組みづく
りは喫緊の課題であると思われる｡
地方財政の中で都市自治体が占める位置を用いて前述したことを具体的に確認しておきたい｡ 表
１は地方自治体区分別に目的別歳出をみたものである｡ 教育についてはさらに項別の内訳を示して
いる｡ 平成16年５月の市町村数は､ 695市 (うち､ 政令指定都市13､ 中核市35､ 特例市41)､ 1,872
町､ 533村である｡ 衛生費､ 商工費､ 土木費などはわずか13の大都市が町村を上回るシェアを占め
る｡ 教育費の場合､ 公立小中学校教職員の人件費が政令指定都市分も含めて都道府県が負担してい
表１ 目的別歳出の団体区分別のシェア
(一部事務組合省略｡ 第十四款以降省略｡ 各％の合計が100にならない場合あり)
平成16年度決算
区 分
歳出合計

①地方歳出
合計(千円)

①に占める割合
都道府県

大都市

特別区

中核市

特例市

都市

町村

97,451,205,546

49.5％

10.0％

2.7％

5.5％

3.6％

18.3％

9.9％

一

議会費

530,188,508

15.9％

4.9％

3.2％

6.0％

4.5％

35.6％

29.5％

二

総務費

9,545,591,675

33.4％

7.7％

3.5％

6.0％

4.0％

25.7％

16.6％

三

民生費

16,486,285,608

24.3％

15.5％

6.8％

9.1％

6.0％

27.5％

10.8％

四

衛生費

5,940,764,351

25.5％

13.6％

4.4％

8.1％

5.4％

28.3％

14.6％

五

労働費

六

農林水産業費

七
八

421,632,228

57.8％

4.2％

1.5％

4.2％

4.7％

21.7％

5.9％

4,928,426,659

67.2％

1.0％

0.0％

1.9％

1.0％

12.7％

16.1％

商工費

4,950,928,268

65.9％

13.2％

0.9％

3.8％

2.1％

9.7％

4.4％

土木費

15,501,157,646

49.3％

13.1％

1.9％

6.3％

4.1％

17.6％

7.6％

九

消防費

1,907,998,961

11.4％

14.5％

1.0％

9.7％

6.7％

35.7％

21.0％

十

警察費

3,338,031,539

100.0％

十一

16,981,254,375

67.8％

5.5％

2.2％

3.5％

2.4％

12.1％

6.8％

１

教育費
教育総務費

2,471,630,854

72.9％

4.1％

3.1％

3.0％

2.2％

10.8％

6.5％

２

小学校費

5,096,804,740

75.8％

4.1％

2.1％

2.5％

1.7％

9.0％

4.9％

３

中学校費

2,875,573,123

76.3％

3.5％

1.8％

2.4％

1.6％

8.7％

5.7％

４

高等学校費

2,549,931,544

92.6％

4.6％

1.1％

0.6％

0.9％

0.2％

５

大学費

304,195,699

66.7％

24.8％

2.1％

2.8％

2.5％

0.0％

６

社会教育費

1,421,907,480

16.7％

11.2％

4.2％

10.1％

6.2％

33.0％

18.8％

７

保健体育費

1,267,168,278

9.4％

11.0％

5.7％

9.7％

7.2％

37.1％

19.6％

８

1.3％

2.6％

2.1％

11.0％

6.4％

1.4％

1.1％

15.6％

24.5％

5.2％

3.0％

16.5％

10.1％

その他

994,042,657

73.5％

3.1％

十二

災害復旧費

541,470,675

56.6％

0.5％

十三

公債費

13,209,772,985

50.5％

11.0％

…
【出典】地方財政統計年報・平成18年版より作成
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1.4％

表２
区

分

平成16年度決算歳出合計

団体区分別の目的別歳出構成比

都道府県

大都市

特別区

中核市

特例市

都市

町村

100.0％

100.0％

100.0％

100.0％

100.0％

100.0％

100.0％

一

議会費

0.2％

0.3％

0.6％

0.6％

0.7％

1.1％

1.6％

二

総務費

6.6％

7.5％

12.6％

10.7％

11.1％

13.8％

16.5％

三

民生費

8.3％

26.2％

42.1％

27.9％

28.3％

25.4％

18.5％

四

衛生費

3.1％

8.3％

9.9％

9.0％

9.3％

9.4％

9.0％

五

労働費

0.5％

0.2％

0.2％

0.3％

0.6％

0.5％

0.3％

六

農林水産業費

6.9％

0.5％

0.0％

1.8％

1.5％

3.5％

8.2％

七

商工費

6.8％

6.7％

1.7％

3.5％

2.9％

2.7％

2.2％

八

土木費

15.9％

20.8％

10.9％

18.4％

18.3％

15.3％

12.2％

九

消防費

0.5％

2.8％

0.7％

3.4％

3.7％

3.8％

4.2％

十

警察費

6.9％

十一

23.9％

9.6％

14.3％

11.2％

11.7％

11.5％

12.0％

１

教育費
教育総務費

3.7％

1.0％

2.9％

1.4％

1.5％

1.5％

1.7％

２

小学校費

8.0％

2.2％

4.0％

2.4％

2.4％

2.6％

2.6％

３

中学校費

4.6％

1.0％

2.0％

1.3％

1.3％

1.4％

1.7％

４

高等学校費

4.9％

1.2％

0.5％

0.4％

0.1％

0.0％

５

大学費

0.4％

0.8％

0.1％

0.2％

0.0％

0.0％

６

社会教育費

0.5％

1.6％

2.2％

2.7％

2.5％

2.6％

2.8％

７

保健体育費

0.2％

1.4％

2.7％

2.3％

2.6％

2.6％

2.6％

８

0.5％

0.5％

0.6％

0.6％

0.7％

0.1％

0.2％

0.5％

1.4％

12.8％

11.4％

12.2％

13.9％

その他

1.5％

0.3％

十二

災害復旧費

0.6％

0.0％

十三

公債費

13.8％

15.0％

7.0％

…
【出典】表１に同じ｡

ることと､ 市町村立の高等学校・大学がわずかしかないことなどから､ 他の行政サービスと比べて
大都市のシェアは低くなっているが､ 小学校費・中学校費でいえば､ 政令指定都市・特別区・中核
市・特例市をあわせたシェアはその他の都市・町村に匹敵するほどのシェアになる｡ 仮に､ 政令指
定都市等が人件費負担をすることになるとすれば大都市自治体の教育費支出はさらに増大すること
はいうまでもない｡
次に地方自治体の区分別に歳出合計に占める行政サービスの種類ごとの比率をみたものが表２で
ある｡ 教育費に関しては特別区を例外として大都市もその他の市町村も大差ない傾向にある｡ 一方､
図１〜図２は歳出決算額に占める割合が大きい民生費､ 土木費､ 教育費の３つが歳出決算額に占め
る割合の推移をみたものである｡ 土木費の割合の減少は顕著であるのに対し､ 民生費の割合が急激
に伸びてきている｡ 大都市では特にその傾きが大きい｡ 教育費の割合は減少傾向にあるが土木費と
比べればその落ち込みは少ない｡ 歳出全体に占める教育費の割合は急激には減少せず､ 増え続ける
民生費をいかに手当てするかといった財政運営上の課題が教育予算配分へも影響を与えることにな
るはずである｡ 要するに自治体内におけるリソース獲得競争を考えた場合､ 大都市においては ｢教
育｣ と競合する強力なライバルがあらわれることになる｡
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図１

団体区分別にみた平成16年度決算歳出に占める民生費の割合
【出典】表１に同じ｡

図２

団体区分別にみた平成16年度決算歳出に占める土木費の割合
【出典】表１に同じ｡

図３

団体区分別にみた平成16年度決算歳出に占める教育費の割合
【出典】表１に同じ｡
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３：米国の都市教育政策研究動向概括


対象としての都市
米国における都市教育政策・都市教育行政研究は都市政治学の影響を強く受ける｡ 19世紀末から

20世紀初頭にかけての米国の都市には､ いわゆるマシーン・ポリティクスが支配し､ 汚職事件がは
びこるネガティブなイメージが定着していた｡ 政治 (＝議会) と行政 (＝職業公務員) との癒着を
たちきるべく､ 議員の選出方法を小選挙区制から全市一区の大選挙区制に変え､ 市支配人制 (シティ
マネージャー) のような行政専門職を起用して､ それまでのような公務員の勘と経験に頼った行政
運営に企業経営的管理手法 (＝科学的管理法) を導入することをおもな柱とする市政改革運動は､
その後のアメリカ行政学の方向性を特徴づけることとなった (Berry, Portney, and Thomson
1993, Ross, and Levine 2006.)｡ すなわち管理科学としての行政学の系譜である｡ 教育に関して言
えば､ 住民によって選ばれた教育委員と専門職的に養成された者の中から任用される教育長という
教育行政組織のプロトタイプができあがることとなり､ 教育行政にもこうした科学的管理法は盛ん
に援用されるところとなり､ かかる手法を身につけた都市学校区の教育長のステイタスが相対的に
高まっていく｡ このように､ 特定の自治体に人口､ 資本が集中することによる都市化の進展は､ 教
育行政研究の在り方にも影響をあたえてきたのであった｡
近年の都市政策・都市政治研究の進展において大きなインパクトを与えた著作の一つにピーター
ソンの

City Limits

があり (Peterson 1981)､ その演繹的な手法と結論のシンプルさは､ 教育

政策研究においても広く援用されてきたところである (Hess 1999､ など)｡ ただしピーターソン
の場合､ 福祉､ 都市開発など教育以外の行政分野を含めた都市行政全般にわたって､ 都市の政策選
択の要因を説明することが主眼にあった｡ 教育政策に限定してみるのであれば､ むしろ個別の都市
の教育改革に即した事例研究の蓄積が米国都市教育政策研究の顕著な成果であるといえる (たとえ
ば､ Peterson 1976､ Mirel 1999､ Hill and Harvey 2000, Hess 2005, McAdams 1999, McAdams
2000) など)｡ こうした研究動向にあってその研究対象となった都市をみると､ 大都市であってな
おかつ教育改革に取り組んだ学校区となるため､ どの研究でも同じ都市に注目していくことになる
８

｡ これを最近の研究の中から主なものを選んでまとめると次の表３のようになる｡ 都市学校区名

に♯印がある都市は Stone (1998) と Stone et al. (2001) が､ ※印は Henig & Rich (2004) が､
§印は Cibulka & Boyd (2004) がその調査対象としていることを示す｡ ところで､ 一般に都市が
抱える問題の一つとして貧困層の集中が挙げられる９

(Comer 1999, Gittel 2005, Johnson, Finn,

and Lewis (eds.) 2005)｡ たとえば表３に示す各都市をみてもわかるように､ サンフランシスコと
デンバーを除いていずれも５−17才人口の25％以上が社会統計上の貧困家庭と分類される家庭に育っ
ている｡ なかでもアトランタ市とクリーブランド市は約37％と深刻な状況にある｡ かかる貧困問題
は都市内部での人種差別問題や低学力問題に波及する (Gold 2007, Henig, Hula, Orr, and
Pedescleaux 1999, Brown & Hunter (eds.) 2006.)｡
こうした大都市学校区の中からは行政機構の改革のみならず､ 学校配当予算の執行段階における
学校への権限移譲や教員への金銭的・非金銭的インセンティブなど (Roellke and Rice (eds.)
2002)､ 学力向上を目指す教育改革施策のパッケージ化を試みる例もあらわれてきた (Cibulka
and Boyd (eds.) 2003, Ravitch 1999)｡ シカゴ､ ニューヨークの事例が学界の主たる関心を集める
のは近年に限ったことではないが (Bryk 1999, Bryk (et al.) 1998, Litow 1999, Ravitch and
Viteritti (eds.) 1997, Ravitch and Viteritti (eds.) 2000, Russo 2004))､ 最近ではボストンやボ
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表３

米国都市教育政策研究の対象都市の例

(♯Stone (ed.), 1998；Stone et al., 2001；※Henig & Rich (eds.), 2004；
§
Cibulka & Boyd (eds.), 2004に基づき筆者作成)10
都市学校区名
アトランタ♯
ボルティモア

♯※§

ボストン♯※§
ワシントン DC

♯※§

デンバー♯
デトロイト

♯※

ヒューストン♯
ロサンジェルス

♯§

ピッツバーグ♯
サンフランシスコ
♯

セントルイス
シカゴ

♯

※§

クリーブランド※
フィラデルフィア

§

ニューヨーク§

市 人 口
(2005年推計)

市 人 口
(2000年国調)

学校区人口
(2005年推計)

５−17才人口

貧困家庭
５−17才人口

470,688

416,474

464,239

73,252

27,563

635,815

651,154

635,815

113,951

29,473

559,034

589,141

558,928

72,988

18,124

550,521

572,059

550,521

74,517

19,536

557,917

554,636

557,917

84,762

17,822

886,671

951,270

922,216

211,956

71,864

2,016,582

1,953,631

1,368,570

243,256

75,611

3,844,829

3,694,820

4,638,918

888,621

248,359

316,718

334,563

326,399

46,050

11,575

739,426

776,733

739,426

69,392

11,652

344,362

348,189

344,362

60,661

20,227

2,842,518

2,896,016

2,856,732

520,750

165,979

452,208

478,403

459,343

90,889

33,501

1,463,281

1,517,550

1,463,281

263,063

73,906

8,143,197

8,008,278

8,143,197

1,346,599

396,747

ルティモア､ サンディエゴの事例なども注目されている (Hill, Wise, and Shapiro 1989, Jenkins
and McAdams 2005)｡ このようにして研究対象大都市の選定はおのずと収斂していくことになる
が､ ほかにも米国固有の教育政策環境があることを指摘しておく｡ 第１に､ 地方学校区の教育改革
には教育長のリーダーシップが大きく作用することから､ ある学校区の教育改革で手腕を発揮した
教育長が別の都市学校区に引き抜かれ､ そうした都市学校区には自ずと教育界からの注目が集まる
ことになる (Hess (ed.) 2005)｡ これに加えて第２に､ とくに近年シカゴやボストン､ デトロイト
などのように､ 市長が教育政策・教育行政に対して影響力を行使しようとする事例が大都市学校区
においてみられる (Wong (et al.) 2007)｡ この場合､ 日本の地方教育行政システムと同様の､ 市
長による任命制の教育委員会に改編とされることがある (Wong, et al. 2007)｡ 教育長には教員経
験や教育行政経験のある教育関係者ではない一般行政職員や法曹人を充て､ 次長レベルで教育関係
者を据えるという組織を構成することが多い｡ そうした都市群も研究者の関心を惹いた (Wong
2003)｡ さらに､ たとえばシカゴの教育改革はクリントン政権時の都市教育改革のモデルとして注
目を集めたものであって､ 上位政府が具体例を推奨することでその施策を他の自治体に波及させる､
いわばショーウインドー効果もあろう｡ 以上述べてきたようにかなり属人的・偶発的要素もあるこ
とは否定できないが､ 教育政策の効果そのものよりもむしろ､ どのような環境条件においてどのよ
うな教育政策が出てくるのか､ 教育政策を一つのアウトプットとして理解するアプローチをとるこ
とで共通している点は､ 日本における今後の都市教育政策・都市教育行政研究にとって示唆を与え
てくれる｡


分析の枠組み
すでに述べたように､ 米国では都市教育政策・都市教育行政の分析枠組みの前提には､ 個々の教

育政策・施策の生成を一種のアウトプットとして理解する機能主義的な理解がある｡ 都市自治体が
ある種の政策 (ピーターソンによる政策の分類では ｢開発政策｣ (developmental policy)) に対す
る選好を持つようになる要因を､ 都市自治体が置かれた地方制度上の制約条件､ すなわち都市自治
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体はその境界域を管理できない (住民の流入をコントロールできない) という構造的制約条件
(structural constraints) と､ 他の都市との間で自治体としての利益 (unitary interest) の最大
化をめぐって競争をした結果として説明するピーターソンの都市間競争モデルは､ そのモデルの中
で教育政策をどのようタイプの政策類型に位置づけるかによっても違うことから､ 都市教育政策研
究の研究動向にも大きなインパクトを与えた (Feiock 2004, Judge, Stoker, & Wolman 1995,
Pelissero 2003)

11

｡

ところでこうしたピーターソンの議論に対しては､ 各都市をあたかも経済的利益を追求する一個
の企業体のようにとらえるモデルでは各都市自治体内部に存在している政治力学が見落とされてし
まうとの批判もある (Stone, and Sanders (eds.) 1987；pp.159-162)｡ こうした批判からは代替的
なモデルとして､ 都市内部での政治過程を重視し､ とりわけ財界､ 労組､ マイノリティ集団あるい
は市民グループなどの公式・非公式な組織・団体の影響力と当該自治体官僚らが相互交渉を繰り広
げる際の勢力地図を ｢レジーム regime｣ と呼び､ それぞれの自治体においていかなるレジームが
形成されているかによってアウトプットしての都市の政策選択を説明しようとするモデルも提唱さ
れている (Stone, C. and Sanders, H. T. (eds.) 1987､ Stone, C. 1989､ 小松2006､ など)｡ このよ
うな ｢アーバン・レジーム｣ 論によれば､ 教育政策分野においても同様の社会諸集団の影響力を重
視した分析がなしえ､ さらには都市の教育改革戦略に実効性をもたせることができるかいなかは､
かかる都市自治体内の社会諸勢力のリソースを教育に集中させることができるかいなかにかかって
いるとする ｢シビック・キャパシティー｣ 論へと発展している (Stone, C. N., Henig, J. R., Jones,
B. D. and Pierannunzi, C. 2001､ 小松2006)｡ 事例による限り､ 社会諸勢力が教育政策決定におけ
る勢力の分布を変え､ 改革の成功に結びついた例はいまのところ見出されていないものの (Wong
2003：p.293)､ 成功に至らなかった原因やその環境条件を明らかにすることもまた重要であろう12｡

おわりに：日本における都市教育政策・教育行政研究の視点と視座
以上述べてきたことを踏まえ､ 日本における都市教育政策・教育行政研究の課題をまとめておく
ことにする｡ 第１に政策の終焉にも目を向ける必要があろう｡ いわゆる政策評価や行政評価の隆盛
で教育行政の実務においても定着したようにみえる Plan-Do-See (PDS) 又は Plan-Do-CheckAction (PDCA) のサイクルは組織運営のサイクルと同期しているために個々の政策それ自体の
発展が前提となっている｡ しかし､ 事例研究は必ずしも成功事例や政策のプラス効果のデータだけ
が集められるわけではない｡ 政策の縮小､ 抑制､ 廃止にも目を向けることも一定の意味があるもの
と思われる13｡ 日本の地方自治体においてこうした PDCA のサイクルを機能させるために近年行政
評価を導入する自治体が着実に増加している｡ 導入率は特例市以上の規模の都市自治体で９割を超
えているのに対し､ その他の市・区では59％､ 町村では20％にとどまっている14｡ すなわち､ 都市
自治体には現時点で自律的に政策を終焉させるメカニズムが備わっているはずであって､ 国の制度
改正や補助金廃止などの他律的な契機に頼らざるをえない小規模自治体とは異なる｡
第２に教育の政治的中立性原則の再構成が必要になるものと思われる｡ がんらい米国の地方教育
委員会制度を模範としてできた日本の教育委員会制度の眼目の一つは教育の政治的中立であった｡
ここにきてアカウンタビリティ・ガバナンスモデルが普及し､ 教育政策立案過程における政治の後
退現象は顕著である｡ いわゆる教育改革関連３法といわれる2007年の地方教育行政法改正において､
教育委員 (会) によるガバナビリティの確立を促す方向での教育委員会制度改正が目指された所以
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であろう｡ これはすなわち教育ガバナンス改革の動向とその成果を各自治体での政治的・経済的文
脈に即して確認することでもある (Cuban and Usdan (eds.), 2003)15｡ とりわけ大都市は教育委
員の数を増やすという自律的判断が許されるのであるから､ ガバナンスのあり方を検討するうえで
も都市自治体に注目することにはメリットがある｡ したがって第３に､ 前述したような市政改革運
動をモデルとしたことが逆に教育官僚制を生み出しているとの認識のもとに､ これをいかにコント
ロールするか､ その手法のあり方を探ることが現行教育ガバナンス改革の目的とされるべきところ
であり16､ 都市自治体はおそらくその最適な事例を提供してくれるであろうと期待される｡ あきら
かに大都市教育委員会事務局組織はその有する人的リソースの量と質の面において小規模自治体の
教育委員会事務局組織のそれに対し優位にある｡ つまり､ 都市自治体における教育ガバナンスの主
体が明らかにされることは､ 教育ガバナンスのあり方そのものを解明することにも寄与するはずで
ある (青木2006)｡
最後に教育政策類型論と教育政策のパッケージングの考え方の有用性を指摘できよう｡ これまで
自治体の教育政策はおもに公立学校政策に関するものを想定していればよく､ 都市自治体にはある
一つの教育政策 (施策) を導入するかいなかの選択肢しかないものと一般には考えられがちだった
のではないか｡ 下の図４において下方向の矢印は､ 学校選択制度という教育政策 (施策) はどのよ
うな自治体で導入されたか､ という関心のベクトルを示す｡ 現実の地方教育行政組織においては特
定の教育政策が実施されたかどうか､ それ自体が教育政策立案者､ とりわけ当該施策の推進担当者
の関心事であったし､ 今後もそうあり続けるであろうことは容易に想像できる｡ ここで､ たとえば
小学校が公立小学校１校しかない自治体において公立学校選択制度を構想することが無意味である
ように17､ 近年自治体において導入・実施が期待されている教育政策の中には､ 個々の自治体をと
りまく環境条件に左右されるものもある18｡ しかし､ 当該自治体の教育サービスを取り巻くステー
クホルダーは１つの施策だけに自らの利益を見出しているわけではない｡ それ以外に考えられるあ
らゆる教育改革施策から利益を享受できる可能性がある｡ 公立中高一貫教育校政策､ 公立小中一貫
教育政策を例にとればわかるように､ 都市部でのそれが私立学校との競争関係を前提に理解するこ
とが可能であるのにたいして､ 小規模自治体においては異なった意味づけを持ち､ また同じ政策か
ら住民が受ける利益の質も都市部のそれとは異なるであろうことが推測される｡
また､ 図４でいうところの A 市と B 市の教育政策パッケージングの違いは何よってもたらされ､
いかなる組み合わせのときに最大の効果が得られたか､ どのようなミックスが合成の誤謬を生み出

図４

教育政策のパッケージのイメージ
【出典】筆者作成
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してしまうかを解明することは､ 今後の教育政策・教育行政研究にも一定の示唆を与えるものと考
える｡ また､ かかる状況にあって､ 現実の自治体に与えられた政策選択の自由度がそれほど制約的
なものであったかどうかも再検討される余地があるのではないかと思われる｡ 個々の政策・施策の
成果を個別に取り出すのではなく､ 教育政策・施策をパッケージとして考え､ 当該自治体に最適な
政策ミックスを模索する場面において相当程度の自由度の存在を認めることも可能である｡ 政策ミッ
クスのバリエーションが出てくる経緯を個々の自治体の政治文脈に即して解釈することもまた重要
な問題提起となろう｡
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[注]
１

日本都市センター (2005) では例外的に都市の教育行政にも配慮されている｡｡

２ たとえば, 横須賀市都市政策研究所, 堺都市政策研究所, 岸和田都市政策研究所, 神戸都市問題研究所, 福岡
アジア都市研究所などがある｡
３

しかしその活動範囲, その影響力はさほど大きいものではなく, この点で米国の大都市学校区の連携組織であ
る大都市学校区協議会 (The Council of the Great City Schools, CGCS) のそれとは大きく異なる｡ CGCS
ではその会員資格を人口25万人以上でかつ在籍児童生徒数3.5万人以上の市にある学校区 (school districts)
であること, 但し, 州内最大の都市内にあって一般的な ｢都市｣ の特徴を有する学校区は上記の規模にかかわ
らず会員となることができる, と定める｡ 現会員数は66学校区であり, 公立初等・中等教育学校在籍者数の
15.2％をカバーするという｡ 詳しくはウェブサイトを参照 (http://www.cgcs.org/index.html)｡

４

いわゆる三大都市圏以外の政令指定都市のことで, 第４次全国総合開発計画では ｢札幌､ 仙台､ 広島､ 福岡等
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の地方中枢都市｣ としている｡
５

定住圏の中核となる地方中心都市については､ ｢圏域内のすべての住民が適度な交通距離の下に高次な都市的
サービスを享受することを可能にする観点から､ 医療､ 文化､ 教育機能等の充実に努める必要がある｡｣ と位
置づけた｡

６

多極分散型国土形成促進法により指定｡

７

へき地教育振興法などのようにむしろ離島, 山村, 過疎地域等に手厚い資源配分が国から行われていた｡

８

研究者による問題関心とは別に, National Science Foundation が1993年から1998年にかけて計21都市に教育
改革事業支援の補助金を支給してきた都市は表３の半数以上の都市と重複している (Borman, et. al. 2005：
５)｡

９

米国の地方自治体の特性として都市 (urban) では住民が多様化しその郊外 (suburban) の自治体では相対的
に均質な住民が居住するという現象もまた都市教育政策研究において考慮されるべきではあるが, 本稿ではこ
こで指摘するにとどめる (Gainsborough 2001, McDermott 1999)｡

10

なお, 人口統計等のデータは U.S. Census Bureau, 2005 Population Estimates, Census 2000, 及び, 同じく
Small Area Income & Poverty Estimates より作成｡

11

たとえば Hess (1999, 2002) は, 教育政策自体の類型をした上で, なぜ特定の教育政策類型がその教育上の
効果とは別に好まれるのか, なぜ新たな教育改革プランがその成果とは無関係に次々と実施されていくのか,
といった問いを説明しようとした｡

12

日本において, たとえば公立学校図書館の図書整備率の違いを説明するにしても, 財政力指数や, 図書以外に
回さざるをえないような状況 (人件費比率, 公債費比率) を考慮するだけではなく, その自治体独自の状況・
文脈を考慮する必要があることからもわかるであろう｡
[2007年12月19日

13

読売新聞電子版 http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news2/20071219wm01.htm?f＝k]

たとえば deLeon (1999) や Daniels (1997) は ｢政策サイクル policy cycle｣ のステージを Initiation−Estim
ation−Selection−Implementation−Evaluation−Termination のように定式化している (deLeon, 1999, p.
21；Daniels, 1997, p.7)｡

14

平成19年10月１日現在 (総務省 ｢地方公共団体における行政評価の取組状況｣)｡

15

教育サービスが現に提供される自治体レベルにおいて, とりわけ多様な政治アクターの存在が期待できる都市
自治体に注目するとき, 教育政策決定プロセスを当該自治体の文脈に即して丹念に解釈していくことは, 改革
モデルの実効性を評価するうえでも重要なデータとなりうる｡ この点について, ストーンらは次のように指摘
している｡ ｢本書で提示する社会改革のモデルはつぎのようになる：課題の認知−政治関係その他の微調整
(労力とリソースの移動を含む) −政策としての応答｡ …… (中略) ……改革者といわれる人たちは, この中
間段階の政治ステップを無視しがちで, 種々の政策提案が貧困層の児童生徒の学力を上げることができるかい
なか, という一足飛びの議論になることが多い｡｣ (Stone (ed.), 1998, p.)

16

青木 (2006) は, ガバナンスを ｢複数主体によって公共財を提供する際に, その政策過程において, プリンシ
パルを含むステークホルダーの利益が得られるようにエージェントの行動を規律付けるメカニズム｣ と定義す
る (青木2006：p.９)｡

17

米国でも公立学校選択制は都市型教育改革モデルの有力なツールとして今でも重要視されている (Hill 1999,
Hill & Celio 1998)｡

18

私立学校の設置認可は基礎自治体ではなく都道府県の所管事項であるが, 公立小・中学校と競合する私立小・
中学校は大都市に遍在しており, 該当する都市自治体の教育政策研究を進めるうえで重要な論点の一つとなる
ように思われる｡
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Abstract
The current state of schools in Japan, and the future development of the schooling system in
Japan, might be considered to be only relatively stable, in comparison with foreign countries,
while receiving strong direction from a central authority. However, does the above situation
really exist as described? Both schools in Japan and education policy makers face problems associated with the declining birthrate. The author will examine related foreign publications in
this area and examine the paradoxical profession of the teachers in the knowledge economy
and future society. The author considers aspects of originality in schooling in Japan and contrasts this with those in foreign countries over time. In other words, rather than a top-down
approach, we should consider developing a school-based network approach which is supported
by a research body evaluating processes and results. Among other things, tools, support and
training on areas such as teacher assessment should be proved to develop assessment literacy
of teachers. This study aims to contribute to the formulation of Japanese education policy
making by exploring different scenarios, drawing on feedback from foreign countries experiences, and allowing the NIER to make clearer policy recommendations and to be able to provide
continuous data and analysis as expected.

はじめに
日本の未来における学校は､ 中央からの伝達を学校は受容するだけの安定したものとされている｡
果たしてそうであろうか｡ 少子化という日本の教育政策が直面したことのない問題をかかえている｡
本論では､ 知識経済・知識社会における教員の重要性・教員のパラドクシカルな専門職性の問題と
して論じられている外国文献をもとに海外と付き合わせつつ､ 日本の独自性を過去からの時間軸か
ら考える｡ それとともに､ 将来の時間軸に中央と地方のバランスを据え､ 将来に向けた学校のシナ
リオ描写の重要性を踏まえつつ､ 日本の教員の置かれた今日的状況克服と飛躍への示唆を得ること
にしたい｡

*
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１

知識経済・知識社会と教員のパラドックス−海外の動向と日本への示唆

国内外を通じて､ 新自由主義 (neoliberalism､ ネオリベラリズム) の動きが見られる｡ 国家に
よる福祉・公共サービスの縮小 (小さな政府､ 民営化) と､ 大幅な規制緩和､ 市場原理主義の重視
を特徴とする経済思想である｡ 資本移動を自由化するグローバル資本主義は新自由主義を一国のみ
ならず世界まで広げたものと言ってよい｡ 時に､ 国家による富の再分配を主張する自由主義
(liberalism､ リベラリズム) や社会民主主義 (Democratic Socialism) と対立する｡ 小さな政府
とは逆に､ 再国有化が行われたり再検討がなされている業種 (郵便貯金やニュージーランド航空､
英国鉄道) もある｡ また､ ｢国民の生存権の保障｣ を ｢営利事業｣ に変えたとの批判がある｡
こうした中､ 教育や学習自体､ 90年代後半からの知識経済の加速､ 国境を越えたグローカライゼー
ションという動きを抜きに､ 論ずることができない｡ とりわけ､ 学力をどう定義し測るか､ という
問題は､ EU と同じ土俵に乗りながら考察を進めていかねばならない｡
今日の状況は､ 工業経済ではなく､ 知識経済下にある｡ そのような下では､ 才能や創造性､ 質が
何よりも求められる｡ こうした状況の変化のあおりを受けるのが､ 学校と授業である｡ こうした中､
教員の ｢重要性｣ にはますます焦点が当てられる一方で､ 教員は数ある専門職の中で実にパラドク
シカルな専門職である｡ すなわち､ 教員は､ 誰よりも時代の最先端であるべく時代を加速させるの
と同時に､ 綻びやギャップを埋め合わせていく任務を同時に持っている｡ ｢知識社会のために教え
る｣ ということと､ 並置させる部分とがある｡ このことは単に､ 国際的・最先端の教育課題がある
一方で､ 国内的・文化的・伝統的な課題があるため､ その両方に対応するというそのような負荷が
あるという二者択一のジレンマというものではない｡ 知識社会・知識経済の中で占める ｢学習｣ と
いうものを扱うがゆえ､ 一見矛盾しているようだが､ よく考えると､ 両方とも真実である｡ 教師は､
専門職としては理屈で割り切れない要素がありそれを相互に補う､ 言い換えれば､ 受け入れられた
意見に正反対の相容れない部分を併せ持ちそれを際立たせて､ 矛盾する目標を同時に達成する任務
を持つ専門職である｡ 国内的には､ ｢知識社会のために教える｣ と同時に､ かつてない知識経済の
中での問題 (格差､ 消費､ 地域社会の消失等) を軽減したり､ それに対抗しなければならない｡ ア
ンディー・ハーグリーブズは､ こうしたパラドックスについて､ 欧米をベースに､ カタリスト
(catalyst)､ カウンターポイント (counterpoint)､ カジュアルティ (casualty) として詳しく論
じている (Hargreaves 2003)｡ カタリストとは､ 触媒のことで触発・促進､ きっかけや大変化を
引き起こす人で､ カウンターポイントとは､ それとは好対照に引き立て役になる人である｡ これに
加えて､ カジュアルティは､ 戦力とならなくなった､ 近年の状況のあおりを受けた人のことを指し
ている｡ 国内で一例をあげると､ ICT のリテラシーを身につけ知識ワーカーとして時代を加速さ
せると同時に､ 地域の祭りや行事に参加し､ 社会的情緒的な力を育てたりとか､ 学校裏サイトやメー
ル等を介してのいじめへの対処とエンカウンターなど予防措置に携わることがあるかもしれない｡
エンカウンターとは､ カウンセリングの一形態であり､ 教師が用意したプログラムによって作業・
ゲーム・討議をしながら､ こころのふれあいを深めていく方法である｡ その一方で､ 何気ない平常
通りの授業により従来型のある程度の力を身につけさせるという姿もある｡ この中で､ とりわけカ
タリストとしての教員は､ 深い学びなど教えられたことのない方法で教えることを学んだり､ 保護
者に学習のパートナーとして働いてもらったり､ 同僚とチームで働くなど､ プロセスにおいて信頼
(trust) を重視したり､ 継続的な形で専門職性向上にコミットしたりしている｡ これらは､ 1990年
代後半から急速に見られる国を超えた環境の変化に起因することにならないだろうか｡ 加えて､ 日
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本国内ではかつて文教政策が直面したことのない計り知れない少子化という問題を抱えている｡
海外では､ こうした教員の専門職性のパラドックスにもかかわらず､ 知識経済に対応した形に､
施策を進めている国がいくつかある｡ 日本国内では､ 教育は景気に左右され､ 常に財政支出カット
の対象となりうるにもかかわらずである｡ 豪州では､ むしろ､ 経済政策から教育政策へのシフトを
公言し､ 明らかに優先政策事項として教育政策の比重が増えている (むしろ移行している)｡
英国では､ 生涯学習に向けたキーコンピテンシーが EU で注目される前から､ カリキュラムとア
セスメントの協力的な関係が､ クルセスメント (Curssessment＝Curriculum and Assessment の
合成語として Broadfoot 1990) としてその重要性がいわれている｡ そして､ 多忙な教師をサポー
トしている｡ 学習､ 教育と教育組織を変える ICT の革新的で効果的な使用には､ Becta (British
Educational Communications and Technology Agency＝英国教育工学事業団) による運営が顕
著である｡ その戦略的なリーダーシップによって､ 特定の ICT 関連の地域についてのアドバイス
とガイダンス (例として､ オンラインリソースの質､ Curriculum Online のチェックとデジタル
学習リソースに対する良質なフレームワークを改善するための戦略) がなされている｡ そして､ こ
のオンラインは､ NCSL (National College for School Leadership＝学校指導力国立カレッジ)､
QCA (Qualification and Curriculum Authority＝資格カリキュラム当局) によってサポートさ
れ､ 近年 ｢教育技能省 (Department for Education and Skills)｣ から改組された ｢子ども家庭学
校省 (Department for Children, Schools and Families)｣ によって出資されている１)｡
図 １ は ､ 2006 年 広 島 で 開 催 さ れ た OECD-Japan 国 際 セ ミ ナ ー (INTERNATIONAL
OECD/JAPAN SEMINAR, SCHOOLING FOR TOMORROW. "Futures Thinking for Education: Policy, Leadership and the Teaching Profession") で英国からの会議代表者が示したもの
である｡ ワークフォース・リモデリングに関する国際的な見通しとして､ 英国の training and development agency for schools という機関からの出席者によるものである｡ この中で､ 日本は､
学校に全てが押し付けられて (pushed) 動きがない (static) というように､ かなりステレオタイ
プ的にまた保守的に見られている｡ 問題に機敏に対応しまた誤解の起こらないよう､ ｢共通の議論
の土俵に乗る｣ こと､ 日本の教育に関する政策・実践・研究を踏まえて OECD 加盟国の議論に加

改革された
(Transformed)

改革中
(Reforming)

改革のシーリング

英国
豪州
米国

修復中
(Repairing)

ノルウェー
ドイツ

動きがない
(Static)
日本

学校によって引き出される

図１

学校に押し付けられる

ワークフォース・リモデリングに関する国際的な見通し
(HayGroup 2005, Collarbone 2006 重引)
(日本の矢印とグレーの箇所を､ 英国に倣って筆者が加筆)
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内容と密接な関係
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

教科書に含まれるテストによって測定される成果
学校で実施遂行されるカリキュラムによって測定される成果 (教師手作り)
国の学習指導要領に基づく学力調査によって測定される成果
国のカリキュラムの幅での共通の核心をカバーする国際テストによって測定される成果 (TIMSS など)
リテラシーテスト (読解力､ 数学的・科学的推論における技能を測定することを目指す) (PISA など)
個人の多面的な広範囲の傾向としての資質・能力 (認知的､ 意欲面､ その他の生涯にわたる能力)
パーソナリティの傾向性､ 外的・内的ローカスオブコントロール､ 自立､ 一般的な知性
学級・学校生活面での頑張りや思いやり (部活動など)

性格・人格に依存
図２

教育成果分類の試み (Scheerens 2004) を筆者が⑧を加筆

わることは今後の大きな課題であるように考えられる｡ なお､ 上記レポートは､ 著者は会議に一部
参加したものの､ 事後に OECD のサイトからダウンロードして初めて知った｡
実は､ 国内でも日本経済団体連合会による優先政策事項として､ ｢教育の質の向上と教育現場の
活性化を実現するとし､

多様性

競争

評価

を基本とする改革を断行するとともに､ 経済界

を含む社会との連携を強化する｣ 旨のことを掲げている｡ そのため､ ｢学校 (校長) や地方に対し
て､ 人事､ 予算､ 学級編成・教育課程の編成などに関する権限を移譲し､ 多様な教育を実現する｣
としている｡
EU では､ 教育の成果と影響に関する情報への関心が高まり､ その特定と分析に伴うコンセプト
を各国共通にする必要性からキー・コンピテンシーの考え方が出てきた２)｡ 図２は､ このキー・コ
ンピテンシーを検討する中､ オランダのスヘーレンによって作成されたものである｡ PISA などリ
テラシーテストを含みつつ､ コンテンツに依存するものから人格にいたるまでバリエーションをも
ち､ 成果はそれをどう測るかとセットであり､ 学習の質は浅い学習と深い学習があることが提案さ
れているようである｡ 筆者はこれに追加することの是非は別におくとして､ バリエーションは決し
てリニアではないことを前提に､ 国内で現実として認められる ｢学級・学校生活面での頑張りや思
いやり (部活動など)｣ を加えてみた｡ ここで確認できることは､ ｢学校教育の質や効果・成果｣ と
いう点でも､ 国内の動向は､ 常に海外のグローカライゼーションの潮流に洗われており､ 地方自治
体あるいは私学は､ 海外の地方自治体や学校と活発に交流がなされて改革が進むかもしれないので
ある｡

２

海外における中央と地方のバランスの取り方と日本の学校の未来シナリオ

中央と地方のバランスの取り方については､ 1970年代から90年代にかけて OECD によって繰り
返し言われてきたことである｡ かつて隆盛を極めたカリキュラム開発センター (Curriculum Development Center：CDC) の機能､ つまり研究開発して中央からパッケージの採用､ 伝播や普及
をする方式は､ 途上国を除き時代遅れであろう｡ ただ､ もともと強い地方の上へ中央の強力なプロ
ジェクトが地方の自律性を引き出した英国や豪州の例がある｡ これに対して､ 今日に至るまでずっ
と脱中央集権化の進んだオランダのカリキュラム開発センター (The Netherlands Institute for
Curriculum Development：SLO) は国外 EU との連携を目指して開発している典型的な例外であ
る｡
図３は､ 各国の中央集権と地方分権の動向を模式図にしたものである (SLO 2005)｡ これによる
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CAL＝カリフォルニア州､ ENG＝イングランド､ B/FL＝ベルギー/フランドル地方､ FIN＝フィンランド､
HUN＝ハンガリー､ G/NW＝ドイツ/ノルトライン・ヴェストファーレン州､ G/SH＝ドイツ/シュレスヴィ
ヒ・ホルシュタイン州､ NET＝オランダ､ POR＝ポルトガル､ SWE＝スウェーデン

図３

各国における教育課程政策の過去・現在・未来 (Letschert, 2005)

と､ オランダやフィンランドは分散が進んでいる｡ スウェーデンもそうであり､ 従来よりコミュー
ンといわれる地方自治体がしっかりしており､ 砂時計型といわれ中央との緊張関係が確立している｡
ドイツなどはダイヤモンド型とされ州や地方都市がしっかりしている｡ これに比べると､ 米国カリ
フォルニア州､ 英国イングランドは､ 歴史上ここ20年ほどであろうが､ 大きく中央集権の方にかな
り舵を切っているとされている｡ 図４は､ OECD18カ国の公立中学校に対してとられた決定のうち
地方分権か中央集権かの割合を実際の施策の結果として示している｡
こうして､ OECD 加盟国の動向を精査すると､ 各国とも､ 中央主導とのバランスをとりながら､
むしろ､ 学校の開発に焦点を当てた ｢開発・研究｣ が地方当局による支援を伴いつつ､ スタンダー
ド､ カリキュラム､ アカウンタビリティをアラインする (照準を合わせた緊密な連携をもとに配列
上の位置合わせをする) ことが求められているようである (OECD 2005)｡
ここでいうスタンダードであるが､ 公的に使われる測定の単位､ 何かを生み出す時に使われるルー
ルであり､ 公共政策等でみられる ｢ゴールドスタンダード､ 工業汚染基準 (水準)｣ がある｡ 教育
政策においては､ 海外､ 特にフィンランド､ カナダ､ ニュージーランド､ それに台湾などではこれ
を公式にパフォーマンス・スタンダードとコンテント・スタンダードに分けたりして､ 中には､ そ
れぞれに記号や番号がつけてあるのである３)｡
近年 OECD で､ キーコンピテンシーと軌を一にして急速に普及され出した､ 形成的アセスメン
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図４

18カ国の公立中学校に対してとられた決定のうち地方分権か中央集権かの割合 (1998年と比較した場合2003年)
Source: OECD. See Annex 3 for notes (www.oecd.org/edu/eag2004).

トという考え方がある (OECD 2005)｡ それは､ ｢アセスメント・クライテリア (assessment
criteria)｣ を､ 生徒との対話によって学習活動前からシェアし共有するのである｡ 従来､ 形成的評
価と並んで､ 到達度テスト (criterion referenced testing：CRT) が有名であるが､ このクライテ
リオン (criterion) は､ 単数というより複数でクライテリア (criteria) が多く使われ､ 判断材料・
判断手段を指すように考えられる｡ ｢どういうクライテリアが児童生徒の能力をアセスするのに用
いられているのか？｣ として能力を把握するのに使われている｡ 判断材料は､ 尺度や物差し､ 方針
と言い換えられるかもしれない｡ それによってその質が判断されたり､ 値踏みされうる､ あるいは､
その助けによって決定や分類がなされる､ ある物事の際立った性能ないし特質､ 時にお手本である｡
例が少し離れるが､ 株式市場に上場させる判断材料の場合も､ このクライテリアが使われる｡ 分け
る・決めるという意味で判断手段である｡ 判断を裏付ける証拠やもととなる資料やデータ､ 拠り所
や手本､ モデル､ 特徴であろう｡ 判断材料・手段が､ 目標として表現される時､ 目当て及び手段と
して有意義である｡ OECD では､ 教室から学校､ 行政へと拡大 (スケーリング (scaling) という
ようであるが) し､ 徐々に組み上げられなければうまくいかないという｡ アセスメントがあらゆる
政策ツールになるため､ サポートも求められる｡ そのためにむしろ教員の質向上策の端的な資質向
上・教員評価・学校開発の図式 (Bradley 1991) からこの取り組みの伝統に学ぶ側面も一面にはあ
るものと考えられる｡
こうして､ 英国等 OECD で見られる未来の学校シナリオについても､ 考慮に入れておくことが
あると思われる｡ その際､ どのような手法が考えられるのであろうか｡ このことを､ OECD の手
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図５

英国における教員の資質向上プロセスを統合しつつマネージメントを行う概念図 (Bradley 1991)

教職員の資質向上は､ ティーチャーアプレイザルという独特の教員評価とその背景にある学校開発手法を通じてニーズが確認さ
れ､ ターゲットが定められ､ そのターゲットは教職員と学校双方の新しい能力の獲得によって達成される

法から学ぶ必要がある｡
今日の教育界で起きていることは､ 今後数十年の人々の生活およびコミュニティ全体の繁栄に大
いに影響を与えるものである｡ しかし教育における意思決定は､ 長期的な展望についてというより
も､ むしろ主として差し迫った課題への対応や､ 伝統的な慣行を維持する効果的な方法を模索する
ことに関して行われている｡ いくつかのシナリオを作成・利用することは､ この不均衡を是正する
ひとつの有力な方法といえる｡ 分野横断的なシナリオの類型とその用途がある｡ シナリオを ｢過去・
現在・未来の動向に関する様々な視点を反映した､ 選択可能な仮想未来についての整合的で首尾一
貫した記述であり､ 行動の基礎となりうるもの｣ と定義されている｡ 検討された研究の多くは､ 環
境､ エネルギー､ 輸送､ テクノロジー､ 地域開発といった教育以外の分野で実施されたものであり､
こうした分野になじみのない教育関係者にとっても有益なものである｡ OECD の ｢未来の学校教
育｣ シリーズでは､ その方法に関する理論と実践が示されている｡ 以下は､ その一例である｡


システム思考と持続的変化−能力開発
教育の面からイノベーションと変革を考える第一線の研究者､ マイケル・フランによれば､ 教育

現場の意思決定者にとっては､ 未来を思考するだけでは不十分であるという｡ 現行システムを具体
的かつ効果的に変革する方法を概念的に示すことも同様に必要である｡ フランが行ったのは､ 既存
の知識で対応可能な ｢技術問題 (technical problems)｣ と現行の知識では解決できない ｢適応課
題 (adaptive challenges)｣ の対比である｡ フランは､ 教育における未来の思考が真価を発揮でき
るのは､ 適応課題に関してであるとしている｡ ｢システム思考｣ は必要であるが､ 実際に有効であ
るためには､ 実践志向のシステム思考者を育成しなければならない｡ 持続可能性の向上を目指して
主要機関の指導者の能力を高め､ 今度はその指導者たちが他の指導者を同じ方向に導いていくとい
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うのが､ 前進に向けた鍵である｡ フランは､ 持続可能性の次の８つの要素を定義し､ それぞれにつ
いて論じている｡ すなわち､ １) 道義的目的をもった公共サービス､ ２) あらゆるレベルにおいて
文脈を変化させることへの意欲､ ３) ネットワークを通じた側面からの能力開発､ ４) 知的アカウ
ンタビリティと新たな縦のつながりの形成､ ５) 深い学習 (deep learning)､ ６) 短期的・長期的
成果双方に対する責任､ ７) 周期的な活性化､ ８) リーダーシップという長いてこ (レベレッジ)､
である｡


指導力向上のためのシナリオの活用−イングランド ｢フューチャーサイト｣ プロジェクト
｢フューチャーサイト (Future Sight)｣ プロジェクトは､ イングランドの様々な機関の連携に

よる取り組みで､ OECD も開発に関わっている｡ その目的は､ 教師が未来を単に推測するのでは
なく形成することができるよう､ 実践を通じて未来思考力を高めることにある｡ これまでに様々な
バックグラウンドをもつ学校の教師､ 組織の上級職員､ 後期中等学校の生徒､ 上位の政策立案者に
対して実施されてきた｡ ツールとともに､ その開発プロセスや用途は以下のようなものである｡ こ
れは次の４

モジュールサイクルが土台になっている｡

・主要な傾向を調べ､ その方向性を探る (｢石を転がす｣)
・各シナリオを様々な視点で実際に体験する (｢現実化する｣)
・理想的な複合シナリオの分析､ コンセンサスの形成のためのツールを提供する (｢望ましい
未来へ｣)
・現在の慣行・政策と理想型とを比較する (｢現行との調整｣)
各ディスカッションレポートでは､ フューチャーサイト・プロジェクト参加者からのフィードバッ
クについて詳述されている｡


オンタリオでの複数のシナリオに基づく戦略計画の枠組みプロジェクト
オンタリオでのこの枠組みは､ 望ましい未来とそれを実現するための戦略を特定している｡ ここ

で使用したのは OECD の各シナリオの修正版であり､ 現在ではそれぞれ ｢過去の再定義｣､ ｢破壊｣､
｢コミュニティ中心型モデル｣､ ｢マクロモデル｣､ ｢複雑系科学の躍進｣ と呼ばれている｡ プロジェ
クトには､ 学校と学校教育に関する代替シナリオが職業としての教職にどのような影響を及ぼすか
を明らかにするために､ 幅広い分野の専門家､ 教師などが参加している｡
このように､ OECD 加盟国を中心に､ 今後は望ましいシナリオを特定するとともに､ 政策論議
と意思決定を促すための確固たる戦略を作ることが期待されるという｡
果たして､ 日本の学校はどうなるのか｡ 海外の一部の人が印象に持つようなものではなく､ 一部
で日本の学校に入り込んでそこから論じている研究者もいるが (Lewis 1995, DeCoker 2002,
Knipprath 2005)､ 日本の学校は引き出されるものを多くしかも豊かにはらんでいるという前提か
らスタートする必要がある｡

３

個人化サービスの時代の HRM に通じる日本の教員の資質向上と授業研究

他方で国内では､ 民営化､ 私事化 (privatization) の動きの他にも､ 労働力人口の減少と移民､
それに伴う職業資格認定と生涯学習の問題が次の長期のシナリオとしてあると考えられるが､ 他の
OECD 加盟国では､ どのようになっているのであろうか｡ これを､ 近年の ｢パーソナライゼーショ
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ン (personalization)｣ から見ていくことにしたい｡ 背後に､ アングロサクソン､ とりわけ英国中
心に見られる､ 教室を越えるというパーソナライズされる学習の動向がある｡ 発達の最近接領域
(Zone of Proximal Development：ZPD) の (における) アセスメントという概念の重要性もあ
る｡ すなわち､ 子どもの能力には彼らが単独でできる事柄と､ 大人などの助け (ヴィゴツキー理論
に依拠する多くの研究者は､ この手助けを ｢スキャフォルディング：scaffolding (＝足場組み)｣
と呼んでいる) を借りてようやくできる事柄があり､ その間には ｢発達する可能性の秘められた｣
領域がある｡ 周囲の人々との相互作用から子どもは新しい能力を獲得し､ その結果､ ZPD の水準
が引き上げられて発達が起きるという考え方である｡ その対話の火付け役となるのが､ 形成的アセ
スメントなのである｡ こうして､ 学習を ｢パーソナライズする｣ とは､ 抽象的一般的事柄よりも､
個々人のパーソナリティやフィーリングを重視するという考え方のようである｡ もともと､ パーソ
ナリティとは､ 当該固体を他の個体から区別し､ かつその特徴的な行動様式を規定する統一的・持
続的な特性の総体を示すが､ 情感・意欲的側面に加え､ 知的特性の個体差 (知能) を含めて用いら
れ､ 将来の潜在能力と捉えてもよいだろう｡ しかも､ そこでは､ 学習は､ 授業､ 学校組織を超え､
ローカルコミュニティさらにそれをも超えて､ ｢全ての子どもに｣ 提供される｡ 学習が個人化され
るとはいえ､ その基礎には､ 共同生産ないし制作と協働 (co-production)､ 相互のオーナーシップ
(mutual ownership) が確実に見られる｡ このパーソナライズされる学習の中核に位置するのが､
形成的アセスメントである｡ そして､ 形成的アセスメントは､ ｢学習のためのアセスメント (Assessment for Learning：AfL)｣ と言い換えられるが､ その究極の目標は､ 学習 (方法) の学習
(Learning (how) to Learn) となる (James et al 2006)｡ 一方､ 教師については､ このような教
室からの体系的継続的な専門職性の向上 (Continuous Professional Development：CPD) として
他国と比較がなされつつ､ 論じられている｡ そのアドバイザーやコーディネーターが､ 行政や学校
に配置されている｡ 教室のブラックボックスをガラス張りのグラスボックスにしようとの努力が見
られる｡
ところが､ その英国でも､ Classroom Action Research と日本発の米国経由 Lesson Study に接
点を見出しつつある｡ しかし､ 彼らの常套語としての疑問は､ ｢日本国内では､ よりよい方法で
Lesson Study を行った学校は､ 成果も高いという実証研究が見られるのか？｣ というのである４)｡
日本は､ これまで質のメジャーが曖昧であった一方で､ 海外にさらけ出すべき豊かなものをもって
いる｡ ここで､ 重要なことは､ 英国と日本とでは､ 出発点が異なるということである｡ 人的リソー
スマネージメント (Human Resources Management：HRM) の本を紐解くと､ 英国は､ 基本に
｢ナレッジ・マネージメント (knowledge Management：KM) や ｢学習する組織 (Learning
Organization)｣ を置いている｡ これに対して､ 日本は､ コミットメント (Commitment) と動機
付け (Motivation) のみとされているのである｡ これを解釈すると､ 日本では､ 喜んでハードワー
クに取り組み仕事や活動にエネルギーと時間を注入すること､ 何かをしようとする欲求と相手の意
を汲んで快く (進んで・積極的に) することであり､ いとわない気持ちと絶えず乗り気であること
が重視される｡ 絶えずというのは､ 外からの刺激である誘因によって行動を引き起こし駆り立てあ
る目標に向かわせその行動に持続性を与える内的過程を意味している｡ その点で､ 出発点がそもそ
も異なる｡ その根拠としては､ 人的リソースマネージメント (Human Resources Management：
HRM) の国際比較書 (Jackson 2002) がある｡
こうして､ 教員像は､ 海外の波に洗われパーソナルな個人化していくサービスの時代になってい
くとしても､ HRM からの日本の出発点は異なることがわかった｡ さらに踏み込んで言えば､ 出発
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点が異なるという以上に､ 国内では､ 学校や授業・教師によって引き出されるものを多くしかも豊
かにはらんでおり､ 特に､ 日本の授業研究が､ 中国香港､ シンガポール､ 米国､ 英国､ アイルラン
ド､ スウェーデン､ イラン等々､ 海外に広がり各国のコンテクストに組み込まれていく動向がある
のである５)｡

４

結びにかえて−スクール・ベースト・ネットワークないし研究コンソーシアムに
身を置く教員像とそのサポートの重要性

これまで､ 学習指導要領の改訂は約10年間隔で行われてきており､ その都度､ 審議検討に必要な
データ等を収集・分析していたが､ 学習指導要領の改訂に伴う学力の変化などについて継続的に把
握 (アセス) していたとは言い難いとされ始めた｡ 児童生徒の学力などについて､ 継続的にきめ細
かく把握 (アセス) し､ 各学校においてカリキュラムをリデザインし､ 児童生徒の学習を通じて各
学校における自己評価を行うことが､ 求められる｡ そうしてこそ､ 海外でいうところの ｢スクール・
ベースト・エヴァリュエーション (school based evaluation)｣ という共通の土俵に乗ることにな
るからである｡ それは､ ｢学校内からの評価と学校外からの評価の対話｣ である (Nevo 2002；
Ryan et al 2007)｡ そのことが､ 学校発の知識の樹立を図り､ スクール・ベースト・エヴァリュエー
ション (強いて訳せば ｢学校自前の自己評価｣) の文化が強化され､ 地域・他の学校・関係機関と
のネットワークを拡大する (OECD でいう systemic improvement) ことになる｡
一方､ 教員の ｢組織の中での学習｣ の方も重要である (OECD 2005)｡ 実際の学校では､ 多様な
教育観を交差させて実践を作り上げていく｡ 出身大学は必ずしも教員養成系大学学部だけではない｡
多様な専門職 (他省庁が所轄する) の出身という経歴であったり､ あるいは他省庁の出先と接点を
持ちつつ力量をつけていたりする教員もいるであろう｡ その際には､ 授業研究をカリキュラムのア
クションリサーチとしてより広いコンテクストにおくと､ (教科を横断するなどの) カリキュラム
開発には外部との相互作用 (インターベンションという是正措置を含む) が不可欠である｡ そのた
め､ 多様な背景や経験をもった教員の交流プロセスが､ インフォーマルな学習､ 特に non-formal
(ノンフォーマルな学習：明確に学習としてデザインされていないけれども重要な要素を含む計画
された学習に組み込まれる) として､ データや文書に現れないものとして注目されるのである｡ こ
のことを指して現場主義と銘打つことは容易である｡ 問題はその仕組みをどう構築するかである｡
ただ徒に競争原理に任されれば､ 必然的に成果が出るまで学校や教師は他者との知識の共有は不可
能であろう｡ そうではなく､ スクール・ベースト・ネットワークないし研究コンソーシアムに身を
置き､ 自己の実践を伴いながら行為の中の省察を行い (文脈の中でフレームを持ち､ 記述し)､ 周
りに伝えていくような意味での専門職性を向上させる教員像が求められるのである (Eraut 1995,
2000)｡ そのためには､ 教育・研究機関はカリキュラム・アセスメントのスクール・ベースト・ネッ
トワークの中に日本の授業研究を位置づけ直す必要が出てくる｡
こうした状況を総合的に考える時､ 日本では､ 教員の資質向上と切り離せない両輪の関係にある
カリキュラム開発､ その中核にある学習のためのアセスメント (Assessment for Learning：AfL)､
教師によるアセスメント (teacher assessment) を含む､ アセスメント・リテラシー (目標に応じ
たアセスメントの効果的使用の知識と理解) をもつことが求められる｡ その場合､ 中央では､ トッ
プダウンと成果主義ではわからない､ 教室プロセスと学校プロセス重視のスクール・ベースト・ネッ
トワークないしスクール・ベースト・研究コンソーシアムの支援に回るなど役割の変化が求められ
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る｡ 国内においても､ かつて､ 地方に分権と分散 (decentralized) された時代があり､ その場合､
中央の研究所の役割もいくつか提言されていた｡ それによると､ 大学に附設する考え方 (国立教育
研究所

1961)､ 研究費の助成などを行うことへの可能性の言及 (全国教育研究所連盟

1988)､ 教

６)

員や研究生 (大学院) の指導 という選択肢があったようである｡ 佐藤 (1987) によると､ 日本で
の ｢国立的教育研究所設立案｣ 提案の嚆矢 (こうし) は､ 1932年に遡り､ 教員など政策にも言及し
ながらかなり自由度の高い今日の用語でいえば､ 是々非々主義 (a free and unbiased policy or
principle of being fair and just) の示唆に富むものも残されている ７)｡ 英国では､ 1946年に創設
された NFER (National Foundation for Educational Research＝全国教育研究協会財団) をは
じめとして､ 上述の教員のアセスメント・リテラシーに関わるツールやサポートが用意されている｡
中には､ ビデオクリップがオンラインで提供されているものまである｡ その中には､ よきマナーと
他者への尊敬の念をもつよう子どもたちを指導している日本の学校教育のものが含まれている｡
今後とも､ 日本の教育政策に資する研究の大きな柱の１つとして､ 教育課程と教員政策課題を求
めて恒常的に国内外での学校と教室内でのブラックボックスとなるデータを持ち続け､ 海外からの
フィードバックがなされることが期待される｡
注
１) その一方で､ 英国では､ 旧貿易産業省 (Department of Trade and Industry) を組織変更し､ 同省の科学・
イノベーション部門と､ 旧教育・職業技能省の高等教育技能部門とを統合し､ ｢イノベーション・大学・職業
技能省｣ (Department for Innovation, Universities and Skills；DIUS) を新設している｡
２) なお､ このキー・コンピテンシーは､ 全教員に配布された中央教育審議会教育課程部会 ｢審議のまとめ｣ パン
フレット更新版〈平成20年１月17日付〉に､ 次のように言及されている｡

生きる力

理念は変わりません…

新しい知識・情報・技術が政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要
性を増す ｢知識基盤社会｣ の時代

●

知識基盤社会においては ｢課題を見いだし解決する力｣､ ｢知識・技能

の更新のための生涯にわたる学習｣､ ｢他者や社会､ 自然や環境と共に生きること｣ など､ 変化に対応するため
の能力が求められる

●

このような時代を担う子どもたちに必要な能力こそ ｢生きる力｣

●

OECD が知

識基盤社会に必要な能力として定義した ｢主要能力 (キーコンピテンシー)｣ を先取りした考え方､ とされて
いる｡
３) ここでいうスタンダード (Standard) は､ 質のレベル・判断の基礎となる標準を指すものとされる｡ 卓越性や
達成事項の明確な水準ないしは処方された努力の対象として､ あるいはまた､ ある目的のために適切との認知
された測定として､ 見なされる質の明確な程度や度合いである｡ そこで当局や習慣､ 世論など大多数の意見や
合意によって確立されている｡
４) Pete Dudley との意見交換による｡ 彼は､ 授業研究の研究 (RLS：Research Lesson Study) として､ メタペ
ダゴジーのイノベーションと転換 (Lessons for Learning: using Research Lesson Study to innovate and
transfer Metapedagogy) のプロジェクトを進めている｡ スクールリーダシップ全国カレッジ (NCSL) から
Getting started with networked research lesson study, Research lesson study design and analysis record,
Research lesson study practitioner handbook などのブックレット形式での解説書が出されている｡ Mary
James とともに､ TLRP (Teaching and Learning Research Programme) とリンクされた Improving teaching and learning in schools にも関わっている｡ プロジェクトの底流には､ どのように日本の授業研究が英国
の学校で適用され活用されるかを研究することがある｡ TLRP の眼目である学習 (方法) の学習 (Learning
How to Learn) には､ 日本の教員間の暗黙知やネットワークが重要との問題意識があるようである｡ なお､
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WALS 2007には､ John Elliott も英国から参加し､ それに豪州からは Colin Marsh も招聘により参加してい
た｡ いずれもカリキュラム研究での第一人者である｡
５) Wolf, Jeanne M. (2005) Perspectives on Lesson Study Across the U.S. : An Outsider Speaks from Outside
to Insiders. the 1st Annual Conference on Learning Study (Hong Kong); Lesson Study in the United
States. Papers presented in the 1st Annual Conference on Learning Study. なお､ the World Association of
Lesson Studies International. Conference 2007も開催されている｡ また､ 日本では学校の研究紀要や実践記
録がきわめて多く出されており､ この具体的研究が必要とされているという問題提起を行っている｡ Wolf, J.
M.. Akita, K. 2007 (2007) Researching Lesson Studies: Possibilities,. Emergent Trends and Three Directions. A Preliminary Analysis. May 21,〈http://www.ied.edu.hk/wals/conference07/resources/wals07/
parallel/065.pdf〉[2008年１月10日検索] 平成20年２月２日研究所で所内プロジェクトの研究会として開催し
た SBE & A (School Based Evaluation & Assessment) 会議の席上､ ネブラスカ州での STARS (School
based teacher led Assessment Reporting System) の紹介があった｡ なお､ 本稿では､ School Based Network
ないし Research Consortium に焦点を当て､ School Based Evaluation の重要性に少し言及しているが､
School Based Assessment を正面に据えて論じることは､ 別の機会に譲りたい｡
６) 国民精神文化研究所官制にまで遡ると､ 1933年品川区上大崎の新庁舎に新築移転｡ 組織としては､ 研究部と事
業部による構成であった｡ 研究部には､ 歴史・国文・芸術・哲学・教育・法政・経済・自然科学・思想の９科
に分かれ､ 所員・研究嘱託・助手がおかれた｡ 事業部は､ 教員研究科・研究生指導科とからなる｡ 1932年文部
省の諮問機関である学生思想問題調査委員会により､ ｢学生生徒左傾｣ への対策として ｢我が国体､ 国民精神
の原理を闡明し､ 国民文化を発揚し､ 外来思想を批判し､ マルキシズムに対抗するに足る理論体系の建設を目
的とする､ 有力なる研究機関を設くる｣ べきことが答申される｡ これにもとづき､ 勅令233号により国民精神
文化研究所官制が公布され､ はじめ文部省内､ まもなく神田一ツ橋の仮庁舎で出発｡ 所員には､ 海後宗臣らが
いた｡
７) 下記のような提言がなされていた (佐藤

1987)｡ 国立又は国立的の研究所としては衛生､ 化学､ 栄養､ 軍器

等の研究所､ 若しくは工業､ 農業､ 林業､ 水産業等の前例もあれば､ それ等に倣って国費の許す限り､ 教育研
究所を速やかに設定すべきことを吾人は主張する｡ 欧米の新教育を実施して既に半世紀､ 他の科学､ 産業､ 軍
事､ 衛生等の研究のすさまじき発達に比して､ 教育の科学的研究の貧弱さは見るに堪えないではないか｡ ……
国立若しくは国立的の教育研究所が出来るならばそれに越したることはないが､ それが容易でないとしたら､
各地方に於ける農事試験所の如き規模のものを設立することも急務であろう｡ それよりも尚理想的なのは民間
篤志家の醵金により､ 私立の研究所ができるならば､ これこそ理想的のものが得られるであろう｡ ……本研究
所は従来官公立師範学校附属小学校等の如く只単に法規の従順なる実施を試みる技術的実験所の如きに止まら
ずして､ 進んで法規そのものの妥当性如何までを検討するの目的を以て､ 国法に抵触しない限り､ 自由の位置
が保証されて自由の研究がなされなければならぬものとする｡ １
の師範学校､ ２

実験証明をなす目的の附属小学校､ ３

高級なる教育技師の養成を目的とする高等

教育事業の成績に関する自他のレコードの調査機関

があげられている (牧口常三郎著 (1932) 教育改造論 (創價教育學體系

第３巻) 東京：創價教育學會

冨山

房)｡
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台湾 ｢国民中小学九年一貫課程綱要｣ の策定と
七大学習領域の誕生
−カリキュラムスタンダードからカリキュラムガイドラインへ−
Reconsideration on the Grade 1-9 Curriculum Guidelines in Taiwan：
The Transition from Standards to Guidelines with Seven Learning Areas

山ノ口寿幸＊
YAMANOKUCHI Toshiyuki

Abstract
The purpose of this study is to clarify the make-up and outline of the transition from the system of curriculum standards to one of guidelines with seven learning areas and the main points
of the nine-year integrated curriculum in Taiwan.
In order to examine these issues, this study was conducted through documentary analysis and
in-depth interview analysis. In-depth interview analysis was based on a total of four interviews
with one committee member of the National Curriculum Revision Council, one assistant chair
of the National Curriculum Guideline Council for the health and physical education learning
area, the president of the National Tai-Zhong University of Education, and one assistant professor of the National Jia-Yi University Center for Teachers Training.
The results of this study found emphasis on the following: (1) Tie-in with the values of a pluralist, democratic, and free society. (2) Clear definition of the learning areas for nine-year
compulsory education. Traditionally, there were 11 subjects in elementary schools (grades 1-6)
and 21 subjects in junior high schools (grades 7-9). At present, there are seven large learning
areas for all students from grades 1-9. These include language, health and physical education,
society, arts, mathematics, science and technology, and combined activities. (3) Reduction of
teaching time. Under the new policy, basic course sessions take up 80％ of teaching time, and
teachers are allowed to use the other 20％ flexibly. Taiwan's Ministry of Education also encourages schools to establish committees to examine and review the designed program and to evaluate the implementation of the curriculums developed.
This study mainly investigated and discussed the transition from the curriculum standards to
the curriculum guidelines with seven learning areas and the main points of the Nine-Year Integrated Curriculum. This curriculum reform in Taiwan may result in new matters and new
thinking, as well as new challenges, for school administrators.

*
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１. はじめに
台湾では1980年代後半における政治的民主化の達成とともに民間教育団体の設立などをはじめと
した教育改革が行われた｡ 1994年には行政院 (内閣) に ｢教育改革審議委員会｣ １が設立､ 1998年
には ｢教育改革行動方案｣ が策定され､ そこでは国民教育 (義務教育) である国民小学と国民中学
の ｢カリキュラム｣ ２に関する政策が含まれていた｡ 小学校と中学校が別々に分かれていた日本の
学習指導要領に相当する ｢課程標準｣ が､ 新たに ｢国民中小学九年一貫課程綱要 (以下 ｢九年一貫
課程綱要｣)｣ として一つに統合され､ 2001年から暫定綱要として試行実施された (台湾教育部,
2000：3-5)｡ この九年一貫課程綱要は､ 2003年より台湾全国で完全実施が行われ現在に至っている｡
台湾の学校教育制度も義務教育段階が小学校６年間､ 中学校３年間である点や単線型の学校シス
テムを有している点､ 以前の ｢課程標準｣ もナショナル・カリキュラムとして法的拘束力を有して
いた点 (王､ 石崎, 2003：107) などは日本と同じである｡ また､ 近年の日本でも教育課程編成や
学習計画が教師・学校・教育委員会に大きく委ねられてきた点 (中留, 2005) なども同様である｡
しかし､ 台湾における九年一貫課程綱要の場合は､ 日本の一部に見られる小中一貫教育と異なり､
台湾全国の小中学校が一つの ｢カリキュラムガイドライン｣ を使用して､ 各校で教育課程編成を行っ
ている｡ このような台湾の現状は､ アジアの隣国である日本のカリキュラム研究に対しても新たな
知見や様々な問題に対する示唆を与えるものと考えられる｡

２. 台湾の学校教育制度の概要と教育課程基準の概要


台湾の学校教育制度の概要
台湾は３万6,190km2 (九州の約85％) の国土面積を有し､ そこに約2,300万の人々が日々の生活

を営んでいる (台湾人口監査局, 2006)｡ 地下資源に乏しいため ｢貿易立国｣ を国の政策としてお
り､ 教育に対して非常に熱心な国柄であり､ 2005年度の就学率は､ 学齢児童で99.92％､ 中等教育
後期学校への進学率は93.30％､ 大学への進学率は81.08％となっており､ 日本以上の ｢升學主義
(学歴社会)｣ である (台湾教育部, 2006a)｡ 台湾政府は､ 中央集権的な行政体制のもと､ 教育に
関しても長年に渡って台湾全国において統一した制度を採用してきた (王､ 石崎, 2003：16)｡
現行の学校教育制度は､ ９年間の義務教育課程 (nine-year compulsory education) が存在し､
６歳から11歳までの６年間が ｢国民小学 (小学校)｣､ 12歳から14歳までの３年間が ｢国民中学 (中
学校)｣ の就学期間とされ､ 合計で９年間となっている点は日本と同様である｡ 義務教育である国
民教育段階では､ 基本的に ｢単線型｣ であるが､ それ以降は､ 普通教育と職業教育に分かれる ｢複
線型｣ である｡ 大学への進学に関しては､ 近年まで原則として高級中学 (高等学校) からのみであっ
たが､ 近年の教育改革を経て現行制度のもとでは､ 職業学校から大学への進学ルートも拡充される
ようになり､ その割合も毎年増加傾向にある (台湾教育部, 2006b)｡


台湾の教育改革
第二次大戦後の台湾では､ 1949年４月18日､ 国民党政府の ｢動員戡乱時期臨時条款｣ (非常事態

宣言) の制定に基づき､ 同年５月19日に実行統治区域内で戒厳令が公布された｡ 戒厳令は､ 言論の
自由も保障されず､ 政治に参加することもできなかった｡ 戦後長期にわたり､ 国民党政府の権威主
義的体制下にあって､ 教育の基本理念､ 教育政策そのものが権威主義的であった (若林, 2001：
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109-112)｡ 従来の教育部は ｢民族精神教育｣ ｢中国意識注入｣ を教育政策において強調しており､
学校での軍事教練課程 (軍訓)､ 三民主義教育､ 国立編纂館の国定教科書のイデオロギーと結合し､
教育は単に支配の一手段に過ぎなかった (許佩賢, 1998：106)｡ この種の中央集権的性格は､ 教育
内容におけるイデオロギー的コントロールを示す一方､ 教育行財政面における中央集権の統制政策
のすべてが中央政府の手中にて支配､ 規制されていた｡ 教育部は結果的に学校の設立数をコントロー
ルできるために､ 受験競争が激しくなり､ 進学競争の公正さを守るために､ 試験での優劣が判定の
基準になった｡ そのため試験の公正性を確保するために､ 教材 (教科書) を統一するという教育部
の理にかなった教育政策が行われていた｡
戒厳令が解除された1979年１月１日以降､ 台湾では､ ｢民主化｣ ｢自由化｣ ｢本土化｣ をベースと
する社会諸側面の改革に連動するような形で教育改革も同時に進行した｡ 教育の ｢本土化｣ とは､
権威主義体制下の教育において軽視されていた台湾の歴史､ 地理､ 社会､ 言語､ 芸術などを公教育
の内容に取り入れていくことを意味していた｡ 権威主義体制下では､ ｢中華民国は全中国の唯一の
合法政府であり､ 台湾はその一部である｣ という国民党政府の政治的主張を補完するために ｢中国｣
ナショナリズムの教育が行なわれる一方､ 台湾語をはじめ台湾土着の知識を教育することが厳しく
制限された (山崎, 2004)｡ しかし､ 民主化以後､ 社会全般の動きに合わせるように､ 教育におい
ても ｢本土化｣ が進み､ 政治的民主化の達成過程と平行して､ 台湾では大規模な教育改革が行われ
た｡


台湾の教育課程基準の概要
日本では教育課程の基準に関して､ 各学校において編成することになっているが､ その場合､ 法

令と学習指導要領の教育内容などの基準に従うことと定められ､ 国と地方の教育課程の基準に基づ
くことになっている (小泉, 2001：138-139)｡ 台湾の国民教育段階において､ 日本の学習指導要領
に該当するものは､ これまで ｢国民小学課程標準｣ と ｢国民中学課程標準｣ であった｡ これは､ 学
習指導上の ｢目標｣ ｢内容｣ ｢方法｣ などを詳しく示したもので､ 現在まで国民小学の課程標準では､
六度の改訂 (1948､ 1952､ 1962､ 1968､ 1975､ 1993)､ 国民中学の課程標準も同様に､ 六度の改訂
(1952､ 1962､ 1964､ 1971､ 1983､ 1994) が行われた３｡
これまでの課程標準に含まれていた基準の範囲は ｢教育目標｣ ｢科目｣ ｢週時間数｣ などをはじめ､
｢課程の編成に関する根拠｣ ｢教材の編纂に関する内容｣ ｢指導方法｣ ｢評価方法｣ などを含んでいた
(相川, 2004：168)｡ 従来の課程標準は､ 教育部が教育目標や授業時数ならびに教育課程の編成を
規定する ｢課程標準総綱｣ であり､ さらに各教科の目的､ 時間配分､ 教材内容などを定める各教科
の ｢課程標準｣ であった (王､ 石崎, 2003：107)｡ つまり､ 台湾の課程標準は ｢ナショナル・カリ
キュラム (national curriculum)｣ であり､ 日本の学習指導要領に相当するものであった｡ さらに
課程標準には法的な拘束力があり､ 国家の教育政策に合わせた使命を果たしてきた点も日本と同様
であった｡
そのような課程標準が､ 先般の教育改革を経て ｢国民中小学九年一貫課程綱要｣ として新しく誕
生した｡ その背景には､ 教育改革の中心的存在として教育課程の改善が位置づけられ､ その結果と
して九年一貫課程綱要が策定されることとなった｡ 楊 (2000：180) は､ 九年一貫課程綱要の誕生
を単に教育課程基準の変更に留まらず ｢戦後半世紀最大の教育改革｣ の結果であると結論づけた｡
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表１
現

職

インタビュー調査の対象者と経歴等
経

歴

等

註
国立台湾師範大学教育学博士
東京大学大学院教育学研究科
修了

Ａ

呉鳳技術学院講座教授

元国立台北教育大学学長
国民中小課程修訂審議会委員

Ｂ

台北市立南港高級中学
(高校) 校長

教育部九年一貫課程綱要 ｢健康と体育｣ 策
定審議会副座長
国立台湾師範大学体育学修士
教育部九年一貫課程 ｢健康と体育｣ 学習領
域企画研究委員

Ｃ

国立台中教育大学学長

国立台湾師範大学教育学系教授

東京大学教育学博士

Ｄ

国立嘉義大学教員養成
研修センター副教授

日本カリキュラム学会会員

筑波大学教育学博士

資料出典：本研究者が作成した｡

３. 研究目的および研究方法
本研究の目的は､ 台湾において九年一貫課程綱要が実施されるに至った背景を解明するために､
九年一貫課程綱要の ｢理念｣ と九年一貫課程綱要の主な ｢内容｣ を再検討することである｡ 本研究
は､ 主に ｢文献分析法｣ ４と ｢インタビュー調査法｣ ５を併用しながら収集した内容の分析結果であ
る｡ インタビュー調査法の対象は､ 教育部国民中小学課程修訂審議会委員 (当時)､ 教育部九年一
貫課程 ｢健康と体育｣ 学習領域企画研究委員 (当時)､ 国立台中教育大学学長､ 国立嘉義大学教員
養成兼研修センター副教授の計４名であった (表１)｡ なお､ 使用言語は､ Ａ､ Ｃ､ Ｄは日本語､
Ｂは中国語および台湾語を使用してインタビュー調査を実施した｡

４. 台湾 ｢国民中小学九年一貫課程綱要｣ の理念と主な内容


多元的で自由かつ民主的な社会の価値との融合
台湾教育部は教育改革を経て､ 多元的な価値観を共有した新しい時代に対応するための教育目標

として ｢健全な人格｣ ｢民主的な素質｣ ｢法治の観念｣ ｢人文修養､ 精神と思考能力｣ ｢判断力と創造
能力｣ を育成することを目標とした｡ そのためには､ 子どもたちの潜在能力や社会的適応能力を発
展させ､ 生活に応じた学習環境へと改善させることとした｡
九年一貫課程綱要では､ それら基本理念を ｢人本情懷 (ヒューマニズムの心情)｣ ｢統整 ６ 能力
(統合と整理の能力)｣ ｢民主素養 (民主的な意識)｣ ｢郷土與國際意識 (郷土と国際意識)｣ ｢終身學
習 (生涯学習)｣ の五項目を ｢五大基本理念｣ として設定した｡
これら ｢五大基本理念｣ の制定に大きな影響を与えた教育改革について､ 中でも ｢四一〇教育改
革連盟｣ の設立が大きな要因であった｡ これは､ 1994年４月10日､ 台湾大学の黄武雄教授などが発
起人となり､ 民間では初めて ｢四一〇教改大遊行 (四一〇教育改革デモ)｣ が行われた出来事のこ
とを指している｡ 当日の午後に､ 三万人の民衆が台北市中心に集合し､ 主催者が ｢希望的火花來自
民間 (民間から出た希望の光)｣ なる声明文を読み上げた｡ 結果的に､ 台湾の戒厳令解除後に行わ
れた初めて民間が主導権を握った社会運動であり､ その中で ｢現代化教育の推進｣ を強く要求した｡
これらの政治的民主化の経緯と教育改革および九年一貫課程綱要について､ Ａ､ Ｂ､ Ｃ氏の各氏は
次のように述べている｡
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｢教育改革が始まったきっかけは､ 民主化と共に言論の自由が保障されるようになったからです｡
厳戒令解除の少し前から､ 農民､ 労働者､ 女性や原住民などの各種団体がそれぞれに権利を主
張するようになりました｡ 国民の注目も政治から徐々に教育へと関心が移って行き､ 様々で多
元的な価値観が生まれて来ました｡｣ (A061130：台北教育大学)
｢1994年に

四一〇教育改革遊行

というデモが行われました｡ ４月10日に行われたことからそ

のように呼ばれていますが､ あれは大きな影響がありましたよ｡ 結果的に､ 教育改革審議会の
最終報告書の中にもそれらの影響が反映されていました｡
主化

多元化

科技 (科学技術) 化

国際化

人本化 (ヒューマニズム化)

民

の五つが方向性として示されていました｡｣

(B061125：台湾師範大学)
｢厳しい政治的､ 社会的環境の下で様々な挑戦を受けて展開してきた教育改革のプロセスの中に
は､ 新聞やメディアによる教育改革への要求､ 教育研究者への批判などが潜在的に九年一貫課
程綱要政策への意思決定に影響を与えていたました｡｣ (C061120：台湾師範大学)
このような政治的民主化のプロセスと平行して進んだ教育改革の ｢本丸｣ がこの九年一貫課程綱
要の誕生であった｡ 九年一貫課程綱要では､ 現代の台湾の子どもたちに必要な基本的な能力の育成
について､ それら基本能力を ｢瞭解自我與發展濳能 (自己理解と潜在能力の発展能力)｣ ｢欣賞､ 表
現與創新 (楽しみ､ 表現と新しく創造する能力)｣ ｢生涯規劃與終身學習 (生涯設計と生涯学習の能
力)｣ ｢表達､ 溝通與分享 (表現と相互コミュニケーションの能力)｣ ｢文化學習與國際瞭解 (文化学
習と国際理解の能力)｣ ｢規劃､ 組織與實踐 (計画､ 組織と実践の能力)｣ ｢運用科技與資訊 (科学技
術と情報を運用する能力)｣ ｢主動探索與研究 (主動的探索と研究の能力)｣ ｢獨立思考與解決問題
(独自思考と問題解決の能力)｣ の十項目設定し､ それらを ｢十大基本能力｣ とした｡
結果的には､ 教育改革審議会 (教改会) の最終報告書として出された ｢教育改革諮議報告書｣ に
示されたとおり､ ｢多元的で民主的な社会の価値観｣ が教育改革を経て､ 九年一貫課程綱要にも
｢五つの方向性｣ の具現化として理念や基本能力が取り入れられている｡


教科から学習領域への変更
台湾教育部は､ 国民が備えるべく基本能力育成ために､ 義務教育段階である国民教育のカリキュ

ラムは ｢個人の発展｣ ｢社会文化｣ ｢自然環境｣ の三つの方向へ向かって行われるべきであるとして
いる｡ そこで､ 今まで各教科から成り立っていた学校教育活動を新たに ｢學習領域 (学習領域)｣
とし､ 教科から学習領域へと大きく方向変換を行った｡ その学習領域は ｢語文 (言語)｣ ｢健康與體
育 (健康と体育)｣ ｢數學 (数学)｣ ｢社會 (社会)｣ ｢藝術與人文 (芸術と人文)｣ ｢自然與生活科技
(自然と生活科学技術)｣ および ｢綜合活動 (総合活動)｣ の七大学習領域から成り立っている｡ 教
科から学習領域へと変更された背景について､ Ｃ､ Ｄ氏の各氏は次のように述べている｡
｢国民中小学九年一貫課程綱要では､ 教科ではなく､ 明確に学習領域が定義化されました｡ 今ま
で小学校においては11教科､ 中学校においては21教科でしたが､ 現在では､ 小学校から中学校
ともに

語文

健康と体育

社会

芸術と人文

七大学習領域に統合されました｡ 小学校では
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11

数学

自然と生活科技

の教科から

７

総合活動

の

の学習領域へ､ 中学校で

は

21

の教科から

７

の学習領域へと再編されました｡｣ (C061120：台湾師範大学)

｢小学校から中学校に進学すると､ 教科数が一気に倍以上になって､ 子どもたちの負担が大きかっ
た現状がありました｡ そんなに多くの教科を学習させることは本当にかわいそうだったので､
まず､ 教科数を削減させるために 学習領域 という七つの大きな枠組み取り入れたのですよ｡｣
(D061030：嘉義大学)
九年一貫課程綱要では､ 従来の ｢教科カリキュラム｣ から ｢経験カリキュラム｣ へと変更されて
従来の ｢教科｣ から ｢学習領域｣ へと大きく姿を変えることになった｡ カリキュラム編成も子ども
たちの傾向や社会の要求､ 学校の発展的特色によるものなどで､ 各学校に弾力的なカリキュラム運
用が行われることを期待されている｡ また､ 学習領域の実施については､ 統整 (統合と整理) の精
神で運用されなければならないとし､ 授業形態も学習内容の性質を考慮して協同 (ティームティー
チング) で教えることが求められている｡ 各学習領域の段階は､ 学習領域の知識構成や連続的発展
という ｢学習心理原則｣ の区分に基づいて設定される｡ 各段階とも平均的な授業時数を確保できる
ようにカリキュラムを工夫して編成することも求められている｡
九年一貫課程綱要において七大学習領域へと変更された理由についても､ 小学校で最大11科目を
学習してものが､ 中学校へ進学した途端に最大で21科目の教科を学習していた環境を少しでも改善
させることが求められていたからであった (表２)｡ 小学校と中学校の間に生じる ｢ギャップ｣ を
軽減させるために以前と比べて教科数を半分以下の数へと学習領域として再統合を行い､ 同時に教
師中心の伝統的な教科カリキュラム編成から､ 子どもたちの経験を中心とした経験カリキュラムへ
と大きく変更された｡


授業時数の弾力化と校内カリキュラム発展委員会の設置
台湾では年間の授業日数は祝休日を除いて200日､ 年間40週 (前期20週､ 後期20週)､ 週５日授業

を行うことが原則になっている｡ 九年一貫課程綱要において､ 授業時数 (以下 ｢時数｣) は小学校
40分､ 中学校では45分を基準に設定されている｡ 各学年の週当たりの時数に関しても､ 前回の課程

表２
九年一貫課程綱要
(現行)
言語学習領域
健康と体育学習領域

旧課程標準から新課程綱要への移行に伴う教科の再編
国民小学課程標準
(旧)

国民中学課程標準
(旧)

教科数

教科数

国語

１

国語､ 英語

２

体育､ 健康と道徳 (健康分野)

２

健康教育､ 体育

２

数学学習領域

数学

１

数学

１

社会学習領域

社会

１

認識台湾 (社会分野､ 歴史分
野､ 地理分野)､ 公民と道徳､
歴史､ 地理

４

音楽､ 美術

２

音楽､ 美術

２

自然

１

生物､ 理科､ 地球科学
家政､ 生活科技､ パソコン

６

総合活動学習領域

団体活動､ 補導活動､ 郷土教
学活動

３

童軍教育､ 郷土芸術活動､ 補
導教育､ 団体教育

４

計 (７)

計

(11)

計

(21)

芸術と人文学習領域
自然と生活科技
学習領域

資料出典：台湾教育部 (2003a：13；1994：23-24；1993：21-22) より本研究者が作成した｡
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標準までは､ 国民小学､ 国民中学ともに細かく設定されていたが､ 九年一貫課程綱要では各学校が
年間教育計画を作成する際に､ 年間授業時数も決められた範囲で自由に決定することができるよう
になった｡ これら年間授業時数の変化や週当たりの授業時数に関して､ Ｄ氏は次のように述べてい
る｡
｢課程標準時代には､ 国民小学における各校での年間授業時数は､ 低学年が26時数､ 中学年が33
時数､ 高学年が35時数となっていました｡ ただし､ 各学年ともに必要に応じて１時数増やすこ
とは可能でした｡ これは､ 学校の年間指導計画を作成する際に､ 必然的に年間授業時数も決定
されるわけです｡ 九年一貫課程綱要では､ 学校週５日制の影響で､ 授業時数も削減されました｡
国民小学においては､ 低学年が22〜24時数､ 中学年が28〜32時数､ 高学年が30〜33時数の間で､
国民中学においては､ １学年が32〜34時数､ ２学年が32〜34時数､ ３学年が33〜35時数の間で
各校が､ 年間授業時数を決定した際に､ 各週の授業時数をその範囲で決定できるようになりま
した｡｣ (D061030：嘉義大学)
このように､ 九年一貫課程綱要では､ 国民小学の各校とも週当たりの授業時数を低学年では22〜
24時数､ 中学年では28〜32時数､ 高学年では30〜33時数の範囲で決定することができるようになっ
た｡ また､ 国民中学でも同様､ 週当たりの授業時数を１学年では32〜34時数､ ２学年では32〜34時
数､ ３学年では33〜35時数の範囲で決定することが可能になった｡ 九年一貫課程綱要では､ 各校が
毎週の授業時数を独自に決定することが可能になったが､ 実際に教育活動を行う際には､ ｢領域學
習節數 (領域学習時数)｣ と ｢彈性學習節數 (弾性学習時数)｣ の二つの規定を受けることになって
いる｡ この領域学習時数と弾性学習時数について､ Ａ氏は次のように述べている｡
｢九年一貫課程綱要からは､

領域学習時数

と

弾性学習時数

と呼ばれる規定が作られまし

た｡ 前者は各学習領域に充当しなければならない時数を意味し､ 後者は学校や教師が自由に弾
力的に授業を行うことのできる時数を意味しています｡ つまり､ 小学校１年生を例にあげると､
週当たりの授業時数が24であるとします｡ その中で各学習領域に充当させる時間を20時数確保
しなければならず､ 残りの４時数を

弾力的

に運用することが可能になることを表わしてい

ます｡ 各教師が弾力的に運用しますので､ その時間で各学習領域の内容を補習として使用する
ことも可能です｡ つまり､ その時間に関しては行事的な内容もあれば､ 学習活動的な内容も当
然あるでしょう｡｣ (A061130：台北教育大学)
これらのことから ｢領域学習時数｣ では､ 七大学習領域に充当する時数として設定されているこ
とが明らかになった｡ また､ ｢弾性学習時数｣ では､ 各教師が与えられた余剰時間を教師の教育権
限にもとづいて自由に教育活動を行うことが保障されるようになった｡ では､ 七大学習領域に充当
するように設定された領域学習時数について､ Ｂ氏とＤ氏は次のように述べている｡
｢学校週五日制への以降にともない､ 日本と同じように土曜日に実施していた際の授業時間数が
削減されることになりました｡ 新しい政策の下では､ 一週間あたりの
に設定し､ 残りの20％を

弾力授業時数

基本授業時数

を80％

として､ 教師により多く授業時数の選択権を与えま

した｡ 各学習領域で実施しなければならない上限と下限があるのですが､ 私の専門である健康
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と体育学習領域では10〜15％となっています｡｣ (B061125：台湾師範大学)
｢課程標準時代には各校未設置であった学校独自のカリキュラム評価組織の設置を推進するよう
になりました｡ 各学校で

カリキュラム発展委員会

というものを設置するようになり､ 学校

本位 (school-based) のカリキュラム開発を目指しています｡ この委員会では全校の各学習領
域のカリキュラム計画とそれに関係する実施事項を決定しています｡ その際に各学習領域で決
められている割合があるので､ それにもとづいて学校本位のカリキュラムデザインを行ってい
ます｡｣ (D061030：嘉義大学)
Ｄ氏によると､ 九年一貫課程綱要の際に各校に設置されたカリキュラム発展委員会は､ 毎年新し
い学年度が開始される前に､ 決められた割合に従って各学習領域の時数を決定している｡ 言語学習
領域に関しては､ 全体の20〜30％の時数を配当させることとし､ その他の学習領域に関しては､
10〜15％の時数を配当させることが規定されている｡ 例えば､ Ａ国民小学の１年生のカリキュラム
を編成しようと考えてみる｡ 週当たりの時数が ｢22｣ と設定したと仮定すると､ 領域学習時数が
｢20｣､ 弾性学習時数が ｢２｣ となる｡ 領域学習時数の20の中で ｢語文｣ が20〜30％､ ｢その他｣ が
10〜15％配当されるようなカリキュラムを編成しなければならない (表３)｡
つまり､ Ａ国民小学１年生の担任の週案簿には､ 週平均の ｢領域学習時数｣ として､ 語文は ｢5.2
時数｣､ 健康と体育は ｢２時数｣､ 数学は ｢３時数｣､ 社会は ｢2.4時数｣､ 芸術と人文は ｢２時数｣､
自然と生活科技は ｢2.4時数｣､ 総合活動は ｢３時数｣ 計上されることになる｡ それらに加えて ｢弾
性学習時数｣ として ｢２時数｣ が計上されるために週当たり合計で ｢22時数｣ となる｡ これら授業
時数の配当やカリキュラム編成は､ 校内にある ｢カリキュラム発展委員会｣ が大きな役割を果たし
ている｡
各学校はカリキュラム実施と子どもたちの学習進度の必要性に応じて､ 学期の週数､ 授業時間と
学級編成を弾力的に調整することが可能となった｡ 弾力学習時数についても学校独自で計画と実施
を行い､ 全校および全学年で実施し､ それらの活動に中心的な役割を果たすのがこのカリキュラム
発展委員会である｡ 各学校は新年度が開始するまでに校内にカリキュラム発展委員会を設立し､ そ
の下に ｢各学習領域カリキュラム検討会｣ を設立しなければならない｡ そこでは､ 学校全体のカリ
キュラム計画の完成､ 各学年の各学習領域の授業時数の決定､ 教科書選択の審査を行うことになっ
ている｡ また同時に､ 授業のテーマと授業の活動内容を計画し､ カリキュラムデザインとその評価
表３
学習領域名称
言

語

健康と体育

授業時数における領域学習時数の割合と実施例
註 (実施例)

領域学習時数割合
(基準)

Ａ校独自の割合

Ａ校の実施時数

20〜30％

26％

20×0.26＝5.2

10〜15％

10％

20×0.10＝２

数

学

10〜15％

15％

20×0.15＝３

社

会

10〜15％

12％

20×0.12＝2.4

芸術と人文

10〜15％

10％

20×0.10＝２

自然と生活科技

10〜15％

12％

20×0.12＝2.4

総合活動

10〜15％

15％

20×0.15＝３

計

計 (基準値100)

計 (100)

計 (20)

資料出典：本研究者が作成した｡
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に対して責任を負っている｡
カリキュラム発展委員会は ｢学校の条件｣ ｢地域の特性｣ ｢保護者の要望｣ ｢子どもたちの要望｣
などの相互に関係する要因などを考慮し､ 学校全体の教員と地域の人的､ 物的資源を結合させ､ 学
校本位 (school-based) カリキュラムの発展､ ならびに､ 学校全体のカリキュラム計画を周到かつ
慎重に計画しなければならないとされている｡ カリキュラムの編成は､ 各学習領域と弾性学習時数
の計画を含むものでなければならず､ ｢学年や学期の学習目標｣ ｢分段能力指標 (評価規準)｣ ｢能力
指標の単元名｣ ｢授業時数｣ ｢評価方法｣ などの関係項目も含んでいる｡

５. おわりに
本研究では従来の国民小学課程標準､ 国民中学課程標準から九年一貫課程綱要へと変化を遂げた
台湾のカリキュラム基準を検証した｡ 台湾のカリキュラム基準が ｢標準 (standard)｣ から ｢綱要
(guideline)｣ へとその性格を変化させたのと同時に､ ｢教科 (subject)｣ から七つの ｢学習領域
(learning area)｣ へ変化をとげたことが明らかとなった｡ ｢標準｣ から ｢綱要｣ へと変化した今回
のカリキュラム基準に関する改革は､ 多くの教育関係者に新しい課題を与えることになった｡
台湾版の ｢生きる力｣ である ｢帶著走的能力 (持ち運び可能な能力)｣ が強調され､ 今までの受
験勉強のための暗記中心の知識の ｢詰め込み型｣ から､ 経験中心の創造力を引き伸ばす ｢個性中心
型｣ の教育形態へと転換を図ろうとしている｡ 民主化を達成した台湾では､ 権威主義時代の規制が
緩和され､ 国家の目標も単一的目標から多元的価値観へと変化を遂げ､ 以前のエリート中心主義教
育から全民教育へと変化しつつある｡ 台湾の九年一貫課程綱要の誕生は､ 校舎や施設面での統合こ
そされていないながらも､ 全国の小学校と中学校がカリキュラムガイドラインという面では完全に
統合されたことを意味している｡ その一方で､ 日本でも既存の法体系の枠組の中で行う ｢小中連携｣､
教育特区や研究開発学校の指定を受けた形で既存の法体系の枠組を超えた ｢小中一貫教育｣ も行わ
れるようになってきている｡ しかし､ 台湾全国の小中学校が九年一貫したカリキュラムガイドライ
ンを使用している現状は､ 比較するまでもなくアジアにおける九年一貫教育の ｢先進的実践者｣ と
いうことができるだろう｡
今までの台湾の学校教育は､ ｢考試領導教學 (試験が授業を先導する)｣ 状態だったが､ 穴埋め式
の暗記を重視した ｢知識型｣ の内容から､ 自ら考える力の育成を目指した ｢経験型｣ の内容に変化
した｡ また､ 教師中心の教科カリキュラムから､ 子どもたち中心の経験カリキュラムを中心とした
教育への転換期と見ることが妥当であり､ 内容も ｢テストのための授業｣ ｢評価のための授業｣ か
らの転換を目指している｡ そのためには､ 日々の実践を行っている教師たちのカリキュラム開発能
力のさらなる向上､ そして､ それらを実現させるための外部から継続的なサポートのさらなる実施
が早急の課題であると思われる｡
注
１

ノーベル化学賞受賞者である李遠哲博士を召集人として､ 結成された教改会は､ 1996年12月に２年間の審議を
終了した後､ 教育発展を目的とした教育改革の理念 ｢教育改革行動方案｣ を成果として総括した｡

２

｢教育課程｣ と ｢カリキュラム｣ という用語に差異に関しては､ 例えば長尾 (1989：11) を参考にした｡

３

国民小学課程標準における ｢健康教育｣ の沿革の概要に関しては､ 例えば李復惠､ 頼香如 (2001) を参考にし
た｡
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４

文献分析法 (document analysis) に関しては､ 例えば Allison (1998) を参考にした｡

５ インタビュー調査法 (depth-interview analysis) に関しては､ 例えば Babbie, E. (2002：269) を参考にした｡
なお､ インタビュー調査の資料コードに関して､ 例えば ｢(A060509：台湾師範大学)｣ は､ インタビュー調査
対象者Ａが2006年５月９日に､ 台湾師範大学において実施した際の資料であることを意味している｡
６

統整とは､ 英語の ｢interdisciplinary (学際＝いくつかの異なる学問分野にまたがって関わる様子)｣ に該当す
る｡ この ｢統整｣ の概念に関しては､ 例えば李伸崇､ 欧慧敏 (2000：96-97) を参考にした｡
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｢規準｣ と ｢基準｣ ･ criterion と
区別と和英照合

standard

の

教育評価の専門用語和訳に戸惑う
Distinction between "Norijun" and "Motojun" in Educational Jargon：
Considerations Regarding Translation as "Criterion" and "Standard"

皆見 英代＊
MINAMI Hideyo

Abstract
In the context of the recent great concern about student assessment, the distinction between
two key words, "norijun" and "motojun," has been a controversial issue in the Japanese education world. The present essay comments on the use of those Japanese terms, and it also considers the definitions assigned to them by Japanese researchers in various articles and the
distinctions between the English words "criterion" and "standard."
Although both of these different ideographic compounds are read as "kijun" in ordinary Japanese, they are deliberately read in different ways in educational jargon. Each also has an alternative reading, respectively "norijun" and "motojun." The character compound also read as
"motojun" is in more general use, while the other is used mainly as a technical term.
In spite of the fact that most Japanese experts on evaluation of educational achievement regard
"norijun" as the Japanese counterpart of "criterion" in English and "motojun" as the counterpart
of "standard," they have not yet reached agreement on their respective functions. As a result,
academic papers usually begin with a paragraph describing the expert's individual interpretation of these ideographic compounds.
Likewise, native speakers of English do not necessarily concur on the comparison of the two
English words. On the one hand, Sadler, an Australian specialist, considers in his paper how
"criterion" should be distinguished from "standard," and refers to a few cases of confusion in
meaning in English publications. On the other hand, Hambleton, a contributor to The International Encyclopedia of Education, disagrees that there is such a misunderstanding.
The writer therefore suggests that the use of the two different compounds "norijun" and
"motojun" by a translator intending to draw a distinction between "criterion" and "standard"
should be avoided, as the difference between the two Japanese words is small and very subtle,
does not accurately express the difference between the two English words, and could lead to
misunderstanding in certain situations. Rather, as there is no exact translation, the English
words themselves, written in phonetical katakana, should be used.

*

元所員
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１. はじめに
昨今､ 評価についての議論や実践が盛んに行われている｡ 平成３年に出された文部省の指導要録
の改訂通知より､ ｢評価規準｣ の語が公式に用いられ､ 各学校でも評価規準作りが進められた｡ し
かしながら､ 一方で都道府県教育委員会で作成した資料や市販の教育書に ｢評価基準｣ の語が用い
られる場合があり､ そうした情況が両者の区別と内容をめぐる議論をひき起こした｡ さらに､ 平成
13年の指導要録の改訂通知､ 及び国立教育政策研究所教育課程研究センターのまとめた ｢評価規準
の作成､ 評価方法の工夫改善のための参考資料｣ では､ ｢評価規準｣ の語のみが用いられているが､
実際の評価では ｢評価Ａ｣ をどのようにして判断するのかが課題とされてきた｡
そうした背景の下､ 筆者は教育評価に関して英語で書かれた論文 (D. Royce Sadler, "The Origins and Functions of Evaluative Criteria", Educational Theory, Summer 1985) を和訳する機
criterion

会があり､ 英単語

の訳語として ｢規準｣ と ｢基準｣ のどちらがふさわしいのかを知

りたいと思った｡ 評価を専門とされている若手研究者からは､ ｢素人が迷っても悩んでも､ おかし
なことではない｣ との励ましをいただいた｡ そこで､ なぜ混乱を招いているのかについて調べ始め
たのである｡
日本語一般では､ ｢基準｣ という表記が大勢を占めているように見受けられる｡ というのも､ 新
聞誌上で ｢きじゅん (規準)｣ は ｢基準｣ に ｢常用漢字で二様以上の表記が慣用されている語の一
方を統一的に使う｣ ( 読売新聞用字用語の手引き
新聞の用語の手引き
門研究者の間では､

2005年２月､ 中央公論新社｡

改訂新版

朝日

2007年11月､ 朝日新聞社) ことからもあきらかであろう｡ 日本の教育評価専
criterion

に ｢規準｣ を､

standard

に ｢基準｣ を充て､ 教育界ではそれ

ぞれ ｢のりじゅん｣ ｢もとじゅん｣ と読んで区別している｡ ところが､ 英語の 'criterion' と
'standard' には交錯説があり､ またそれは､ 誤解にすぎないという見解もあることが分かった｡
そもそも､ 文法・語彙等を考慮に入れた語法 (usage) の視点からながめると､ 日本語と英語と
の間には完全に重なる対応語はおそらく見いだせない｡ まして対の英語の微妙なニュアンスの違い
を漢字に置き換えて表そうとするなら､ 慎重な選択が必要とされるはずであろう｡ この小論では､
まず ｢国語辞典｣ ｢英英辞典｣ で一般的な使い分けを探り､ ｢教育評価｣ に関する ｢事典｣ を参照し
て専門用語としての解釈や定義を学ぼうと努めた｡ また､ 専門研究者による論文も参考にさせてい
ただいた｡ 管見にすぎないが､ 参照した資料をとりまとめておく｡

２. ｢規準｣ と ｢基準｣ との使い分け− ｢国語辞典｣ に学ぶ
まず､

広辞苑

を参照してみる ( 広辞苑第六版

2008年１月､ 岩波書店)｡

【基準】ものごとの基礎となる標準｡ 比較して考えるためのよりどころ｡ ｢―を設ける｣ ｢―を
上まわる出来｣ ｢建築―｣｡
【規準】(｢規｣ はコンパス､ ｢準｣ は水準器の意) ①規範・標準とするもの｡ ② [哲] (criterion) 信仰・思惟・評価・行為などの則るべき手本・規則｡ 規範｡
他の国語辞典もこれに準じているようである｡ 例えば､
明記されている ( 旺文社国語辞典第十版

旺文社国語辞典

では ｢使い分け｣ が

2005年10月)｡

【基準】物事を比べるときのよりどころになる標準｡
【規準】(｢規｣ はコンパス､ ｢準｣ は傾斜を測る水準器の意) 社会において従うべき規則・標
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準｡
使い分け ｢基準・規準｣
｢基準｣ は､ 物事を他と比べるときの基礎となる標準の意で､ ｢許可の基準｣ ｢免許の基準｣
｢労働基準法｣ ｢賃金の基準｣ ｢建築基準にのっとる｣ などと使われる｡
｢規準｣ は､ 物事の規範や手本となる標準の意で､ ｢道徳の規準｣ ｢審査規準｣ ｢公示価格を規
準とする｣ などと使われる｡
新明解国語辞典

でも趣旨は変わらない ( 新明解国語辞典第六版

2005年１月､ 三省堂)｡

【基準】①何かを比べる時によりどころになる､ 一定のもの｡ ②最低それだけは満たされてい
なければならないとされる決まり｡
【規準】それによって行動することが社会的に求められるよりどころ｡
類語辞典も､ 参考となる ( 早引き類語連想辞典

2004年７月､ ぎょうせい)｡

【基準】規格｡ 基礎｡ 基本｡ 尺度｡ 条件｡ 寸法｡ のり (法・則)｡ 標準｡ スタンダード｡ バロ
メーター｡
【規準】規則｡ 規定｡ 規範｡ 規律｡ 法則｡
さらに､ 法令用語としての使い分けに関して説明を確認してみた ( 法令用語事典

学陽書房)｡

規準 規範となる標準ということで､ 基準の語と大差はないが､ ｢規準｣ の語は､ 規範性のニュ
アンスを多少とも強く出そうとする場合に用いられるものといえよう｡
基準

(許可､ 免許等の) ある事柄を判断するための尺度となるものをいうが､ 近時の法令に
おいては､ 行政機関が､ 免許､ 許可､ 認可等の行政処分を行う場合に､ そのよるべき基準
を法定した例が多い｡

端的にいうと､ ｢規準｣ には､ ｢模範・手本とすべきもの｣ といった意味合いがあり､ ｢基準｣ に
は ｢比較をするための標準｣ と ｢最低限満たされていなければならない条件｣ といった主にふたつ
の意味がある｡ しかし前述したように､ 一般的には ｢基準｣ に統一され､ 厳密な使い分けはされて
いない｡

３. 英単語

standard

英英辞典を繙くと､

と

criterion

standard

は､

の異同と交錯− ｢英英辞典｣ を参照する

criterion

より多様な意味で用いられることが分かる

(Colins COBUILD English Dictionary)｡
criterion/criteria

A criterion is a factor on which you judge or decide something. (｢ク

ライテリオン｣ とは､ 何かを判断したり､ 決めたりする場合によりどころとする要因で
ある｡)
standard/standards
１ A standard is a level of quality or achievement, especially a level that is thought
to be acceptable. (｢スタンダード｣ とは､ 質あるいは成果の水準であり､ とりわけ容
認できると思われる水準を指す｡)
２

A standard is something that you use in order to judge the quality of some-

thing else. (｢スタンダード｣ とは､ 何か他のものの質を判定するために用いるもので
ある｡)
３

Standards are moral principles which affect people's attitudes and behaviour.
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(｢スタンダード｣ とは､ 人々の態度や行動に影響をもたらす道徳的な規範である｡)
You use standard to describe things which are usual and normal. (ごく普通で

４

正常なものごとを描写するときに､ ｢スタンダード｣ を用いる｡)
５ A standard work or text on a particular subject is one that is widely read and
often recommended. (ある題材に的をしぼって書かれた業績あるいは教本のうち ｢ス
タンダード｣ と称されるのは､ 広く好んで読まれ､ 頻繁に推薦されるものをいう｡)
次に､ 類語辞典にも当たってみたが判然としない (Longman Lexicon of Contemporary English)｡
standard [countable] a principle or condition, often in judging, measuring, etc, by which
various things can be judged. (多くの場合判断や測定における原則や条件｡ それによ
り様々なものごとが判断できる｡)
criterion [countable]

a standard by which one can judge something (何かを判断できる

スタンダード)
オーストラリアの教育評価専門研究者サドラーが､ 論文のなかで両者の区別 (Criteria and Standards Distinguished) について述べている (D. Royce Sadler, "Specifying and Promulgating
Achievement Standards", Oxford Review of Education, Vol.13, No.2, 1987, pp.194-195.)｡ ｢一般
的な総合辞典｣ の説明を踏まえての指摘なので､ ここに引用しておく (筆者訳､ 以下同)｡
criterion

一般的な総合辞典では､

にも､

standard

にも､ 多様な語意を認めている｡

(本論文において) これから議論を展開していく際に､ 様々な論点をめぐり二つの言葉の区別
が重要となるところから､ 以下のように定義しておく｡







 そのもの固有の資質､ 特徴｡ それをもとにして､ 質の鑑定や評価を下したり､
決断や分類を行うことができる (｢判定の手段・方法｣ を意味するギリシャ語 kriterion

 

より派生)｡
卓越性や達成度の所定の水準｡ あるいは､ 規定の努力目標への到達や､ 目的に

対して適格な尺度に照らし合わせてみたときの､ 所定の品質｡ 権威筋､ 慣行､ 世論に
よって樹立されている (｢伸ばす｣ を意味するラテン語

to extend より派生)｡

上記の定義は､ ｢オックスフォード辞典｣ に掲載されている二語の解釈に倣ったため､ それ
にきわめて近いものとなっている｡ ただし､ 当面の目的に沿うように若干言葉遣いを修正した｡
こうした

criterion

と

standard

との区別は､ 広く一般に意識されているわけではない

が､ 教育評価に関する文献では､ 時折みられる｡ 実は､ グラスが教育測定において
on

criteri-

という言葉がどのような意味で用いられてきたかについて､ その変遷をたどっている

(Glass 1978)｡ 当初､

criterion

は､ 成果の特徴 (characteristic) や次元・領域 (dimen-

sion) に関する用語であった｡ ところが､ グレイサー (Glaser 1963) の時代あたりから､ 能
力や学習到達度について判定を分ける特定値を意味するようになった｡ つまり､
referenced testing

における

criterion

criterion-

は一貫して数量化された尺度上の境界 (cut-off)

とみられる｡ それゆえ､ 上記の定義に従えば､ standard

と呼ぶ方がふさわしいであろう｡

とはいえ､ 文脈から意味が明白となり混乱は生じないことから､ 話し言葉や文章において
criterion

と

standard

とは､ どちらを用いてもさし支えないことがよくある｡ たとえ

ば､ 要件として問われた特質をとにかく具えているといった趣旨で､ 評価対象は ｢ criterion
を満たしている｣ という言い方をすることがある｡ この場合､ 前述の考え方で
standard

との識別を意識すれば､ ｢ standard
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criteria

と

を満たしている｣ という方が正確であろ

｢規準｣ と ｢基準｣ ･

う｡ それでも､ ｢高品質の｣ という意味で､

criterion

of a high standard

と

standard の区別と和英照合

とは言うが､

of a high

criterion という表現は正用法と認められない｡
criterion

と呼ばれているものが､ 資質 (property) や特徴 (characteristic) について

述べているのか､ 適格と認定できる最低水準 (level) を指しているのかは､ 時には品詞によっ
て左右されることもありうる｡ 名詞の

consistency

(一貫性) は､ 明らかに資質に言及して

いるのに対し､ 形容詞の

consistent

(一貫性のある) は､ 評価対象に適用された場合に資

格認定の境界 (すなわち

standard ) の想定を感じさせる｡ そのような境界は明言されない

ものであるが､ その存在は話し手と聞き手の双方で暗黙のうちに前提とされている｡ 確かに､
形容詞や形容動詞はほぼ例外なく適格認定の境界を憶測 (暗に示唆) させる｡ ｢美しい｣ 空､
｢粗末な｣ 食事､ ｢もっともな｣ 値段､ ｢公正な｣ 取引などから察しがつく｡ 特定集団に所属す
るすべての構成員を評価しようとするときに役立ちそうな特質は一般的に
既に行われた査定に関連する特質からは standards

criteria

であり､

の存在が窺われる｡

彼によれば､ 一般的にも専門用語としても､ 両者は置き換えが可能であったり､ 混同されている
例もあるという｡ とはいえ､ 精確に比較対照するなら､ criterion は ｢判定のための質的な尺度・
観点｣ であり､

standard

は狭義にとらえ ｢判定の合否を分ける境界｣ となる｡

４. ｢教育評価｣ 関連用語としての和英充当−日本の専門研究者から学ぶ
教育評価の専門研究者によって編纂された事典から ｢規準｣ と ｢基準｣ の定義については貴重な
知見を得た (藤岡秀樹 ｢評価規準と評価基準｣ 辰野千壽・石田恒好・北尾倫彦監修 教育評価事典
図書文化社､ 2006年６月､ 80頁)｡
普通､ 評価を行うためには､ テスト得点や作品を比較したり､ 照合したりするための何らか
の枠組 (判断のよりどころ) が必要である｡ ｢評価規準｣ とか ｢評価基準｣ というのはこの照
合の枠組 (frame of reference) のことである｡
評価の照合の枠組には ｢何を評価するのか｣ という質的な判断の根拠と､ ｢どの程度である
か｣ という量的な判断の根拠の２つが必要である｡ 前者の質的な照合の枠組としては､ 教育目
標を評価目的の文脈に従って具体化した目標や行動を用いるが､ これを ｢評価規準 (criterion)｣ という｡ それに対して､ 後者の量的・尺度的な判定解釈の根拠を ｢評価基準 (standard)｣
という｡
中略

語義としては､ 評価の枠組として､ 質的な ｢評価規準｣ と量的な ｢評価基準｣ の２

つを区別しておく必要があるが､ 実際の評価は両者が一体的になされるので､ 両者を含む概念
として評価規準が用いられることもある｡
そして､ 高浦勝義はその論文において二つの漢字表記の比較対照について立場を明確にしている
(高浦勝義 ｢評価規準と評価基準の区別を−絶対評価のスムーズな展開のために｣

教職研修

2005

年３月号､ 126頁)｡
私どもは､ 評価規準 (criterion) は達成目標を指し､ 一方評価基準 (standard) はその達
成目標の学習実現状況を判断する指標を指し､ この両者を基本にしてルーブリック (rubric)
を作成していこうと考えるところから､ 両者を表現上においても区別して設定することにして
いる｡ すなわち､ 評価規準は ｢……できる｣ と目標的に表現し､ 評価基準は ｢……書いている｣
とか ｢……している｣ と事実的・行動的に表現することにしているのである｡
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ところが､ 有本昌弘による解説では漢字と英単語の組み合わせは高浦と一致するのに､ 言葉の解
釈がおおむね逆になっている (有本昌弘著

教員評価・人事考課のための授業観察国際指標

学文

社､ 2006年､ 32-33頁)｡
評価規準：クライテリア (criteria)

以前は生徒のパフォーマンスを判定するのに使われたガ

イドライン､ ルール､ 指標または観点｡ 評価規準は生徒の返答､ 成果､ パフォーマンスによっ
てわれわれが認定することである｡ 全体的､ 分析的､ 一般的または特定的でありうる｡ ルーブ
リックは評価規準をベースにし､ 評価規準の意味と使い方を定義している｡
評価基準 (standard)

生徒の学習において目標とされるものを指す総括的用語｡ 内容基準､

パフォーマンス基準､ ベンチマークを含む｡
すなわち､ 有本の ｢クライテリア｣ の解釈は､ 前節で検討した英語

criteria

の意味に準じ､

高浦のそれはどちらかというと反している｡
和英の組み合わせは､ 第２節で引用した
定かではないが､

昭和55年改訂

広辞苑

小学校児童

の ｢規準 (criterion)｣ を範としたものかは

新・指導要録の記入例と用語例

基準 (standard)｣ と記されている (熱海則夫・橋本重治・金井達蔵
新・指導要録の記入例と用語例

にすでに ｢評価

昭和55年改訂

小学校児童

社団法人日本図書文化協会､ 昭和55年５月､ 46頁)｡

達成状況の評価のための手続きは分析目標の達成､ 到達を判定するための具体的な評価基準
を明確に設定することである｡ 達成状況の評価の肝心かなめのところはこの基準の設定にある｡
この評価基準 (standard) と分析された教育目標 (criterion) とはきわめて関連が深いが同
じものではない｡ その目標に対して､ 児童がどのような学習行動､ 学習成果を示したら達成で
きたとするのか､ どの程度に達したら＋とするのか､ またどの程度のものを−とするのか､ そ
の判定の基準が確立されていなければ､ 目標が細目化されていても評価はあいまいなものとな
る｡
このようにみてくると､ 日本の専門研究者の間では､ ｢規準｣ (いわゆる ｢のりじゅん｣) を criterion

の訳語に､ ｢基準｣ (｢もとじゅん｣) を

standard

の訳語に充てることに落着している｡

しかしながら､ 英語との組み合わせを考慮に入れて日本語の区別を理解しようすると､ 困惑してし
まう｡ そのうえ､ 目標準拠評価の新たな趨勢として ｢質的評価法｣ が提唱され､ サドラーが当面の
論文では

standard

を従来とは異なる ｢数量化されない判断基準｣ という意味で用いると定義

した (Sadler, "Specifying and Promulgating Achievement Standards", 1987.)｡ 日本の研究者
がそれをカタカナで ｢スタンダード｣ と表記し始め専門用語にするに及び､ 事態はいっそう混沌と
してきた (鈴木秀幸 ｢ドメイン準拠評価とスタンダード準拠評価｣ 辰野千壽・石田恒好・北尾倫彦
監修

教育評価事典

図書文化社､ 2006年６月､ 88-89頁)｡

５. 和英のねじれ究明−

criterion-referenced

(目標準拠) の意訳からたどる

相対評価への批判に対処､ あるいはそれを補完する方策として絶対評価が提唱された｡ その普及
に伴い､ 登場したのが､

criterion-referenced assessment

である｡ この専門用語には ｢目標に

準拠した評価｣ という和訳が定着していて､ 類似の表現が四半世紀以上前に刊行された文献にすで
にみられる (熱海則夫・橋本重治・金井達蔵
と用語例

昭和55年改訂

中学校生徒

新・指導要録の記入例

社団法人日本図書文化協会､ 昭和55年５月､ 46頁)｡

近年､ アメリカを中心に､ 学力検査に関しては教育目標の到達度を基準にした新しいタイプ
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｢規準｣ と ｢基準｣ ･

criterion

と
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の標準検査も出現しつつある｡ こうして､ 学力標準検査に関しては､ 伝統的な集団基準準拠テ
スト (norm-referenced test) と目標基準準拠テスト (criterion-referenced test) の２種が出
現するに至った｡
そもそも

criterion-referenced test

は

norm-referenced

(被評価者集団の水準・平均に準

拠した) との対照として表現された用語なので､ ｢予め作成した評価尺度を適用し､ 判定を下すた
め設定された到達目標に照らした｣ と解釈できる｡ ｢目標に準拠した｣ という慣用句には､ 特徴を
分かりやすく表現するための意訳の理は認められる｡ しかし､ この表現において英単語
on

criteri-

自体が ｢目標｣ を直接意味するわけではないことがうかがわれよう｡

これを裏付ける手がかりとして､ 洋書の教育百科事典に
referenced Testing
あり､ これからは

Standard Setting in Criterion-

(The International Encyclopedia of Education, p.5721.) という見出し語が
criterion

が作成されていることを前提として

standard

が設定されるこ

とが知られる｡ そこで､ この表現における二つの英単語の意味を対比させるなら､
｢評価尺度｣ あるいは ｢評価の観点｣ とし､

standard

criterion

を

を ｢標準｣ として､ ｢標準｣ を設定済みの

｢評価尺度｣ を広義の ｢評価基準｣ と呼ぶことができるのかもしれない｡
さらには､ 第３節で紹介したサドラーの ｢ criterion-referenced testing
standard

の

criterion

は

の誤用｣ とするとらえ方については､ その混同説自体が勘違いにすぎないという見

解もみられる (R. K. Hambleton, "Criterion-referenced Measurement", The International Encyclopedia of Education, p.1183.)｡
criterion-referenced test (目標準拠テスト) という用語における criterion が standard
には､

あるいは

cutoff score

criterion-referenced test

意外かもしれない｡ 実際､

(分割点) をさしていると (誤解して) 思い込んでいる向き
に

criterion

standard

は必要とされないこともあるという事実は

という言葉はグレイサー (Glaser 1963) により､ そし

て後にポファム他 (Popham and Husek) により､ テスト得点が照合される内容領域・行動
領域をさして用いられた｡
なお､ 目標 (objectives) と

criterion

の関係についての考察は､ 先に引用したサドラー論文

の続きを読むと､ 参考になろう (Sadler, 1987, pp.194-195.)｡
目標 (objectives) は当然
がある｡ とはいえ､ 目標と

criteria

の主なよりどころとしての役割を担うという共通理解

criteria

とが相剋するはずはないけれども､ 両者が果たす機能

の違いは顕著であり､ 構造的にも異質である｡ 目標は未来指向である｡ すなわち､ これから起
こそうと意図していることを明らかにし､ 学習体験の実現を目指す企画の担い手として有能で
ある｡ 他方､ 評価 (assessment) は､ 回顧指向である｡ すでに行われたことを省察する｡ 評
価と

criteria

量器である

とが臨機応変に連動すれば､ 与えられた情況の下で学習者の成果・実績の計

criteria

の的確性が増す｡ その結果として

criteria

はたちまちためらうこと

なく､ 評価の特定課題と評価要件に変貌する (Sadler 1985)｡ しかしながら､ それらを当初の
目標に結びつくようにするには､ 教育の成果について精密な予測を把握することが要求される｡
さらに､ 目標が表現される言葉は､ 途切れず連綿とした質的基盤という概念になじむようには
ならない｡ 実際､ 目標が具体的なものなら､ その典型として修得を意味する表現 (mastery
terms) で示される｡ 学習すれば ｢これができるようになるであろう｣ ｢あれができるように
なるであろう｣ というふうに｡ その表現は､ (むろん､ 幾つかの到達度段階に分ける方法も認
められるけれども) 原則として合否のいずれかに二分することを提示することの方が多い｡ そ
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の特徴として代償や相殺が起きても不思議ではないことを示唆するのはむしろまれである｡ 達
成できた目標の数に応じて成績に段階をつける (あるいは逆に､ 達成できなかった目標の数に
従って不合格の等級をつける) とすれば､ 評価の審査が分担されたり､ 項目別にチェックリス
トが活用されたりする｡
つまり､

criterion

は ｢目標｣ とはなじまない｡ むしろ､

standard

の方が ｢目標｣ となり

うるのである｡ 漢字表記で ｢目標｣ と相容れるのがどちらか二者択一を迫られれば､ ｢規準｣ の方
であろう｡

６. むすび
英語の識別に表意文字である漢字を用いるには､ まず､ 英語の語義を精確にとらえること､ 漢字
の意味を深く理解することが先決であることは論を待たない｡ ｢規準｣ と ｢基準｣､
standard

criterion

と

は共に､ 一般的には対照的に使われているのではない｡ 語義からみると､ ｢基準｣ は

｢規準｣ を包摂しており､

standard

の多様な意味によって

criterion

はカバーされるといえ

る｡ すなわち､ ｢基準｣ は standard および criterion 双方の訳語となりうるし､ standard
は ｢基準｣ と ｢規準｣ のいずれもの訳語となりうるであろう｡ また､

standard

に対応する日本

語は豊富で ｢基準｣ ｢規準｣ だけでなく､ ｢標準｣ ｢水準｣ ｢規格｣ などとも訳され､ これらの類語を
連想させるのである｡
このようにみると､ 漢字の純朴な意味と英語の語義の整合性からは､ ｢規準＝criterion｣ に対す
る ｢基準＝standard｣ の充てがいに再考の余地がないとはいえない｡ 専門用語として criterion
に ｢規準｣ を充てることにしたまではよいとしても､ 用いなかった片方を拾い組ませたとすれば､
問題が起きる｡ 私見では､ 多様な ｢基準｣ の意味のうち､ ｢規準｣ 以外の意味のひとつとして criterion

が位置し､

standard

の多様な意味のうち､

criterion

以外の意味のひとつとして

｢規準｣ が位置しているように思われる｡
なお､ 冒頭で触れた ｢評価規準の作成､ 評価方法の工夫改善のための参考資料 (小学校)｣ (平成
14年２月) にはいずれの英単語も登場しない｡ それには､ 文部省

小学校教育課程一般指導資料

(平成５年９月) より抜粋 ｢評価規準について解説した部分｣ が掲載されている｡
｢評価規準｣ という用語については､ ……新しい学力観に立って子供たちが自ら獲得し身に
付けた資質や能力の質的な面､ すなわち､ 学習指導要領の目標に基づく幅のある資質や能力の
育成の実現状況の評価を目指すという意味から用いたものです｡
この ｢評価規準｣ は行政用語として ｢手本｣ ｢模範｣ という意味合いで特定的に使われているの
であり､ ｢評価基準｣ と識別対照させる意図や､ 英語の

criterion

に充当される専門用語として

の機能は託されていないと考えられる｡
いずれにしても､ 英語の

criterion

と

standard

とを識別する目的であれば､ 紛らわしい

｢規準｣ および ｢基準｣ にこだわらず､ ｢標準｣ や ｢水準｣ (level)､ また ｢尺度｣ (rating scale)
などの豊かな日本語表現を勘案することもひとつの方法ではないだろうか｡ 比較対照しながら､ 日
本語で最も近い単語をやや強引に探すと､

criterion

は ｢尺度｣､

standard

は ｢標準｣ かもし

れない｡ それでも結局､ 拙訳では日本語への言い換えに踏み切れず､ ｢クライテリオン｣ ｢スタンダー
ド｣ のカタカナ表記にとどめた｡
以前は ｢評価規準：クライテリア｣ として解説していた有本 (第４節で引用) が､ 最近刊行され
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｢規準｣ と ｢基準｣ ･

criterion

と

standard の区別と和英照合

た監訳書の ｢あとがき｣ においては ｢クライテリア｣ を特筆すべき訳語とし､ 見直している
(OECD 教育研究革新センター編著・有本昌弘監訳
の対話型学習をめざして

形成的アセスメントと学力−人格形成のため

明石書店､ 2008年３月､ 276-277頁)｡

複数形でクライテリア (criteria) として多く使われ､ ｢判断材料・判断手段｣ を指すと考え
られる｡ 判断材料については､ 尺度や物差しあるいは人格的な側面での次元またはカテゴリー
や方針と言い換えられるかもしれない｡ [中略]
｢クライテリア｣ の訳語を ｢規準｣ としてしまうと､ 人によっては､ 尺度というよりは､ 行
動の手本となる規範性のニュアンスととらえ､ 金科玉条､ 社会の掟､ 鉄の掟のように受けとっ
てしまうため､ せっかく作成したものが陳腐化してしまう恐れがないわけではない｡
このように述べていることからも､ 専門用語を英語から日本語に翻訳することの難しさを再認識
させられるのである｡
【参考文献・資料】
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D. Royce Sadler："The Origins and Functions of Evaluative Criteria", Educational Theory, Summer 1985,
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D. Royce Sadler："Specifying and Promulgating Achievement Standards", Oxford Review of Education, Vol.13,
No.2, 1987, pp.191-209.
Teachers College, Columbia University：Early Childhood Environment Rating Scale, revised edition, Teachers
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付

録

平成19年度国立教育政策研究所紀要編集会議設置要項
平 成 19 年 11 月 ６ 日
国立教育政策研究所長決定
１

趣

旨

平成19年度国立教育政策研究所紀要 (以下､ ｢紀要｣ という｡) の編集を行うため､ 研究企画開発
部に平成19年度国立教育政策研究所紀要編集会議 (以下､ ｢会議｣ という｡) を設置する｡

２

所掌事務
会議は､ 紀要の原稿の審査及び評価を行う｡

３

会議の構成


会議は､ 次の者をもって構成する｡
頼本

維樹

研究企画開発部長

本多

正人

教育政策・評価研究部総括研究官

岩崎久美子

生涯学習政策研究部総括研究官

工藤

文三

初等中等教育研究部長

加藤

崇英

高等教育研究部主任研究官

斉藤

泰雄

国際研究・協力部総括研究官

河合

久

教育課程研究センター基礎研究部総括研究官



会議の座長は､ 研究企画開発部長とする｡



会議は必要に応じて臨時委員を置くことができる｡

４

紀要の構成
紀要は､ 特集及び自由投稿により構成するものとする｡



特集のテーマは､ 科学的リテラシーの現状と育成方策に関する内容とする｡

５



庶

務

会議の庶務は､ 研究企画開発部において行う｡

６

その他
原稿執筆要領は､ 会議が別に定める｡
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国立教育政策研究所紀要編集要項
平 成 18 年 11 月 22 日
国立教育政策研究所長決定
(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｡

(原稿の種類及び内容)
第３条

第４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｡


論



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｡



資



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｡



解

文：オリジナルな研究成果をまとめたもの｡
料：調査結果や研究報告をまとめたもの｡
説：教育研究分野の動向を解説したもの｡

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５条

紀要に原稿を投稿できる者は､ 下記のとおりとする｡


研究所の所員



研究所の評議員､ 名誉所員､ 旧所員



客員研究員､ 共同研究員､ 研究協力者



研究所の共同研究における研究分担者



国立教育政策研究所紀要編集会議 (以下､ ｢会議｣ という｡) から原稿執筆依頼を受け
た者


第６条

その他会議が適当と認めた者

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７条

審査は､ 紀要の原稿のすべてを対象とする｡

第８条

原稿の審査は会議が担当し､ 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｡

第９条



審査する者は､ 会議の議を経て座長が委嘱する｡



会議は必要に応じ､ 審査する者に研究所外の研究者を含めることができる｡

原稿の紀要への掲載､ その他については､ 会議の議を経て座長が決定する｡
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第10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会議が判断した
場合には､ 座長がその旨を執筆者に要請する｡

(その他)
第11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12条

提出された原稿は､ 原則として返却しない｡

第13条

原稿料の支払い及び掲載料の徴収はしない｡

第14条

その他必要な事項は､ 会議が定める｡

附

則
本要項は､ 平成18年11月22日から適用する｡

附

則
本要項は､ 平成19年11月６日から適用する｡
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