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嚢報大学院修士論文要約

社会主義社会における生産競争の一典型
思馬作業班運動の史的展開過程一一一

広 )11 淑 子

論文目次

はじめに

gs1翠 朝鮮における社会主義建設と社会主義競争の廃

史的概観

S 1 f1R馬運動以前の社会主義競争

¥¥2 ;;fi 1次 5カ年計画にあらわれた矛活A とその克服

tr~ 2京社会主義競争のあらたな発渓としての千恩馬作

業漉浅草b

I は じ め に

朝鮮民主主義人民共和国における教育事業の建設のE促

進は，日本においても知られつつある。この教育事業の

建設の根本には，現段階まで到迷した社会主義社会建設

が基礎となっており，この社会主義社会建設には，千反

応作業班運動が大きな意義をもっていると考えられる。

しかも， この千J'II馬{守二業:rlE運動は，官室接，教育事業に対

しでも影響を与えている。

l;呪鮮E己主主義人民共和国の成立以ヨ!と，各経済計開j坊に

労働者Aをcr心として展開され，発段していった社会主義

(生産〕競4ftは，守二I1L立与作業班運動においてその「最高

の形態」をうみだしたといわれる。たしかに，その奴艇

においても，工業，ß~k業，科学，教育，文化，保健など

を包含していることからみられるように，この運動は，

f也の社会主義国の同慌の事例!よりも，より深化，発展し

ている。さらに，その内容において，教育作用に煎点が

おかわしているのが等しい特徴である。この場合の教育作

用は，社会性のおi皮に)0持された，という意味である。

さきにのべたように，千ffi.応作業班運動は教育部門に限

定してみても，ヤクス rl~学の全員優等，最優等生運動，

その他にみられるように狭義の教育卒業に大きな影響を

あたえているのであるが，ここでは，教育を多様な側部

¥¥1千恩馬運動から千A.お作業政!運動への発展

第 3三千里馬作梁斑運動の教手f的窓義

¥¥1千111馬作業班運動における教育の必要性

\\2 千里，1if~作菜班運動における教育の内容

¥¥3千ill潟作業主!E運動における教育の方法

結び

肝I"f表

をもったものとしてとらえる。戦鮮における社会主義

(生産〕競争の歴史のなかで、何故教育的側I留に重点、がお

かれるようになったのであるか，その契機は何であった

か，この教脊活動のなかで、示される人間像，または教育

方法は抗日パノレチザ、ンの精神に多く依拠しているが，そ

れは何故で、あるのか，その精神のはたす役割は何か，と

いうことが研究課題となる。

本idtにおいては，ヱ子旦馬作業政運動を中心に，その本

質，発生と発展，および特徴などを考察することとした。

E 本論の婆旨

(1 )朝鮮におけ~社会主義(生産〉競争の史的概観

L、ずれの社会主義問も，労働者階級が権力を獲得した

のち，徹底した民主主義的諸改革と社会主義建設な推進

さ吃る場合，人民大衆の自党的，創造的な力を要する。

社会主義社会で、はi直接的生産省ーたちが生産手段の共同的

所有者ーであり，彼らが生産組織者である。彼らが労働す

る際の社会的結合は，生産者たちの意識した河志的な結

合としてあり，労働の社会的結合から得られる利誌は彼

らに属する。これは， ~t産者の gl ，t.'!''l:と創意性を IJd El:nこ
発陣させるひとつの~IZSI となるc そのことと，社会主義

社会における労働者階級の前衛党の指導による大衆の創

造的穏機性を発探させるカ哉は，労働者の生産競争，手土
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会主義競争を発生せしめる重要な基礎となる。これらの

諸条件を主体的に把握した労働者;自身の自発的競争とし

て役会主義競争が発生する。 必見投的に社会主義競争は，

どちらが務ち，どちらが負けるかを，単にそれを争うだ

けのものではない。労働者J簡の同志的な協力をあらわ

し，進んだ者による遅れた者の指導と援助のー形態であ

る。この競争のなかでの先進的経験の普及は，急速で、，

全般的な生産の発展を促がす。社会主義競争は，社会主

義建設の成否にかかわる重要な鍵となっている。

朝鮮における社会主義(生産)競争は， 1945年の日本

帝国主義植民地からの解放による，北半時音1における新し

い国づくりの展開とともに発展した。たとえば，解放後，

朝鮮戦争前に展開された復旧突撃隊運動，愛関労働運動

などは，労働者自身の創造的活動として展開された。こ

のような生産競争は， ':tbl去のたえまない成長を保障し，

この図の革命情勢と経済発展の存観的要求に従い，各段

階毎に，朝鮮労働党の提起する政策に合致した内容をも

って発展していった。朝鮮戦争の時期においては，それ

は「前線突撃運動J1前線作業班運動J12人分 3人分

担当運動j などの諸形態をとり，労働基準長を 2~3 倍

超過して，戦時生産課題を滋行した。 戦後人民経済復旧

3カ年計i国i刻にはいると，この競争は，この 3カ年:十両

を遂行するための労働者の技術水準の向上と先進技術，

設備の導入による技術的改巡，生産合理化の集団革新運

動に拡大発展した。千旦宗主運動の発生とその展開は，以

上のような社会主義(生産)鋭イJ'の形態と内容の発展と，

また以下にのべるような忠、想'Jr業における主体性確史の

ための労働党の政策と指導，および労働者の政治的熱意

の高揚と，労働に対する社会主義的態)支の形成逃れをj混

じてもたらされTこ。

朝鮮戦争後の経済復興にl~lしては 3 つの段階が方針ー

としてとられていた。すなわち，第一段階は半千下関から

1年間を準備，草案理期間としておき，第二段階において

さきにふれた人民経済復旧 3ヵ1'1元Hiflllをおき，第三段階

では，工業化のための 5カor;;llr!liを設け，社会主義の誌

磯建設をおこなう，というものであった。その場合，中

心の潔を重工業の俊先的発燥の保[i;{に:Jとめ，問11]に軽工

業と農業'i''ii主艮させる，という基本路線をうちだした。

1957年からは，第 i次 5~Lt:カ{!-，lIIT1ìiが右手されたが，こ

こで， 1ヲ55{下から1956{fにかけての朝鮮国内外の客観的

条例:は，一刻では，この計frTu遂行にたいして有利な条約三

として与えられていなかったc それはひとつには，朝鮮

労働党内におし、て，内政訴で，社会主義漣設ブj針をめぐ

る対立ーであった。すなわち， 自主主的氏族経済建設を主張

するものと，それを否定するものとの対立であった。客

続的に後者の主張は，閑の独立の保障を百定すると同日寺

に，朝鮮革命の要求である，朝鮮民主主義人民共和国の

民主芯地化の促進と，そのttl神的物質的力izEを保障とす

る南北朝純白の自主的統ーという路線を否定するものとな

り，この対立は，後者の朝鮮労働党と「政府の指導部を

転後するための|陰謀J(金日成， ~朝鮮民主主義人民共和

国における社会主義建設と硲綴鮮の革命について イ

ンドネシプのアリ・アノレノ、ム社会科学院でおこなった講

義 <~ 1965. 4. 14)活動の炭郊とし寸深刻な危機をも

たらした。さらにひとつは，関内における資材，資金の

不足であった。これらの阪難が生じていたが，すでにこ

の期，経済建設において自立的民族経済の基礎は作ら

れ，社会主義工業化の全面的展開の条件の創出と農業協

肉化の進行，この生産力の発展と生産関係の変化は，よ

り一歩前進することを要求していた。ここから，さきに

のベた凶難の克服，自力更生の精神による主体性の確立

と自立的民族経済建設を推進する道を，これまで、漸次長

的質的に発展していた労働者の社会主三義(生産〕競争に

もとめた。これを契機に千里馬運動が発生した。千旦馬

運動は恒常的競争運動となり，主として集団的技術革新

をめざしていた。 19584'-8月，農業協同化と私営商工業

の社会主義的改造の完成により，千E立馬遼動には新しい

問題が提起された。すなわち，技術革命と文化革命，勤

労青の思想、改造の問題であった。技術にたいする神秘主

義と経済経設における保守主義を打破するため，集団的

~J~{新運動を，より深化発展させることが追求され， 1959 

王子3月，降{山製鏑所，煉応自民作業班を中心として，千里

お作業班運動がはじめられた。千g[馬作業Jj[運動で、はが[

しい技術，作業方法による生産合浬化，労働の経減が追

求されるにとどまらず，勤労者の沼、走塁改造，教育の問題

がhll祝された。これは新しい環境のもとで，発展する国

民経済の要求に比較して，技術の発淡水準がたちおくれ

ており，技術を発展させるうえで科学，技術を神秘イヒし

てとらえる消極性を打{えする必要性があったことを意味

する。さらに，新しい環境と千Jll馬fF%J1I運動の深化発

肢に伴い，この迷動自体の発展に[\i字:~となるものが顕在

化してきたが，それは経済管現機関における活動体系の

問題であった。 社会主義経済形態が支配的となった条件

下では，資本主義的経済形態の残っている111'J切にM1.織さ

れた諸機関の機構，組織は，現実の経済的二1:台にたし、し

て上部橋治として十分都極的役割なはたしえなくなり，

その綴境に適応して再編されねばならなくなる。新鮮に

おけるこの経済管理体系の再編のためにとられたのが，

E2楽におけるi'il-lJ思約祈r，WILH旦刀法，工業における大

安体系とよばれるものて、ある。この活動体系では，企業

η
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~:1;理において従来の支配人単独管狸制は，集団性を保障ー

する労働党委員会支任制に変えられ，この指導のもとに

勤労者の自覚性を高湯させることを基本A とした。 r官僚主

主主を排し直接上部から~へおりていくことを可能にし，

生産指導での科学性を保障した。この機構改革とそれに

ともなう活動方法によって，二子恩馬作業班運動において

的容となっていた作業班の相互援助に関する制約，それ

により生じる拶J労者の積極性，創意性を十分発揮させ得

ない問題，作業班員白身の意識的努力に依存しすぎる傾

向が克服された。さらに，労働党の指導の作業琢への合

問の浸透は，この段階で姿求されている勤労者の教育活

動を推進し，二子ffi馬作業班運動における教育事業の役~~U

を高揚d'tきる条件となった。企業管理に勤労者を参加さ

せ，技術革命と文化革命さと推進するには，勤労者に対す

る教育が必要不可決のものとして提起された。勤労者合

経済管理に参加させるに行政的指示，また，物質的刺激

の強調のみでは根本的に解決せず，工場内の複雑な各生

成工程を管理しうる技術的水準とともに，ひとつの目的

のために自覚的に行動しうる生産者の高い意識が必要と

された。ごfJ'li.馬作業班運動では，それらの思惣、教育の課

題なふまえ，勤労者の思想改造とし寸課題を競争のなか

にひき入れた。千尻馬作業I任運動では，社会主義建設の

合法只目的姿求として，その運動自体が，共産主義足、組、を

学ぶ必要性な提起してL、ると同時に，革命途上の朝鮮に

おける情勢の姿求を反映して，具体的にその忠、想教育の

内容と方法を提示している。

(2) 千里鳥作業班運動における教育

千旦1潟作業班員にたいする思想、教育の内容は，まず階

級教育があげられる。思想，道徳はそれ自身，階級性を

もち，足、想教育はその基本に階級教育を要する。ここで

は第一に，帝国主義の侵略的本性，あるいは地主・資本

家の階級的本性を明確に把握することが提起きれてい

る。解放後に育った世代が正確な階級溜:識をもちにくい

とL、う現実からもこのことは震祝された。さらには社会

主義制度の優滋位二の認識が提起された。また階級教育の

他のillJI而として，社会主義的愛国主義教育，未来にたい

する来観主義思想による教育があげられている。これを

兵体的な朝鮮歴史を通じて認識させている。つぎに，こ

の階級教育と筏擦に関連して共産主義道徳教育があげら

れる。それは，道徳教育そのものが，尖践.~t活と直接

結びつき，道徳そのものが階級性をもち，階級;虫、織を宍

践にJ1)J~ さぜるのに意義をもつからとされる。このよ立徳

l!zl'rの内谷(工，朝鮮社会の発展の本観的iよ兵Ijから提起さ

れる革命思想，たとえば，革命的伝統，また朝鮮労働党

にたいする認識と党的忠、想体系の確立，集団主義紛争IJ，

社会主義的愛医!主義とプロレタリア悶際主義の思想し共

産主義的労働態!皮，自力更生の精神，継続革新の精神な

どを含むものである。

千里s潟作業E圧運動における教育方法はまず CIJ生産

課程と密接に結合しておこなわれており，教育の内容と

ブj法に，教育と生産労働の結合に関する原則を適用させ

ている。さらに，この教育は，革命伝統の教育と結合し

て行われ，共産主義の一般原理が生きた、模範、と結び

ついて感化力のつよい教育活動として展開されている。

ここで、のべた革命伝統は，::tーとして， 日本帝国主義にた

いして，朝鮮北部国境地帯， r東満j地+告におし、て金日

成をにや心に一五年間にわたって関われた抗日武装関争の

j切開に形成された革命業績と経験合ざす。この武装闘争

の発展は反帝国主義樹争の発展で、あると同時に「民族の

変革可能性をきりひらいていく人間の造出の過程J (坂

元忠芳， r迷帯と教育JW ソビエト教育科学~No. 6.明治

図書 p.112)でもあった。この革命伝統の教育はまず第ー

に革命精神の教育を主要な内幸容とする。そのけは，マノレ

クス・レーニγ友達員にたいする信念，不jf主不服の革命精

神であり， (寸は，社会主義的愛国主義とプロレタリア悶

際主義であるO ー)は存立命的な大衆観点， 'Ji:栄作風であ

る。慨は原則的日i紡と同志愛の精神である。革命伝統教

育の第二は，朝鮮革命の歴史的根源の把擦，革命闘争の

成来の守護である。第三は，自力更生の精神で、ある。革

命伝統はそれ自身が抗日武装闘争の過程で7杉成された朝

鮮革命のごド命体的特性を生かした、模範、であるが，主体

性を確立する決定的要凶のひとつとなるものとみられて

いる。千里t潟作業主互運動参加者は本命伝統のこれらを多

様な形態，形式で学んでいる。

さらに CrrJは，Î~i 定的模範による感化の教脊方法で、

ある。一般的に社会主義制度のもとにあっては，人間の

全面的発述の道が保持されて，お定的現象は広範な人間

の共鳴をよび，玉三社会的模範に普通イじされ得る。しかし

とくに朝鮮においてこのことが強調され，かっその教育

方法の優越性が災生活によって証明され，成果をうんで

いるのはいかなる事情によるか，この教育刀法が総立さ

れる過程を探ることは，ひとつの議題として残されるで

あろう。

i'j定的模範としては，けには過去の歴史上形成された

紋範，叫には自己の作業:m{で創造されたi'j定的ttL範，お

よび他作業班，職場で創造された模範がある。また同に

はrgj己のうちにあるi'i定的仮Ilmiがある。これらのi'i定的

絞範を杭械的に採し，r}}j:び，さらにこれを労働と生活を

過して実践的に他に教え，伎を感化させる。こうしてj'j

定的模範は干予定的側聞にたいする批判となり，否定的側
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ii'I!の克服の方途を教え，それを克服する力となる。また る。

この教育方法では，模範にたいする評価と宣伝が重視さ

れている。

〔取〉には，集団を通Lての教育である。ここでは，

「一人は全体のために，全体は一人のために」という集

団主義の精神がつらぬかれており，それはこの運動の本

質からうみだされてくる集問主義の原良uとなっているO

自 結びと今後の課題

以上を要約すれば，千ID.馬作業主圧運動の意義はけ，勤

労者の積極性， JiIJ窓性をひきだし，集団的力に依拠して

すべての問題を解決し，技術，文化水準の向上をはかる

ことにより主主政カを発燥させる大きなカとなったこと

と， I斗，その運動の浸透にともない自覚した勤労者が，

大衆的綬済管理方法をもつことにより，ただ生産卒新者

となったのみでなく，主体性をもった才能ある管恕的資

伎をも身につけた組織者とになったこと，同には，人間

を新しいタイプの人間に改造する教育の創造的方法をも

っていることである。以上のように千恩馬作業班運動の

41徴は，生産での集団的革新運動と勤労者の教育事業を

お機(J'JVこ結合し，勤労者にたいする思想教育に第一義的

jJ~茨を与えており，またこの教育的運動が社会::t二談社会

建設の会期間にわたり作用する遂動として展開されてい

ることである。

今後の研究謀題としては，け千里烏作業]1E~動の教育

機能をさらに構造的にあきらかにすること。同狭義の教

育における千里潟作業班巡動の個々の事例， (たとえば

「二足千里応作業班」称号をもっヤクス中学校)な考祭

ーすること。同，それらをふまえ，千旦1詩作業班運動と革

命伝統との関係を再検討すること，などが残されてい

く資料・参考文献〉

1.組問。十 71* 奇書.1 1964. 常早).~営
(千現.l.f~ 節子統本学友v号炉'D

2. .-お宮!>1 包SJJ 1.4.5.6. 1964. 密平J.i~
(金打!戊選'j、〉

3. 吋eJ量奇Oll"i.l 1~4. 1964.域判官

(人民的小てう

4. r!i型暫別仕 者7トヱト量的 割古書71.1 1 ~8. 1961.吋宇よ他

(氏自パメレチダシ参加者の回想記)

5. ['"戦鮮社会主義建設や|約千ID.馬作業主圧運動J 1962. 

世界知識社

6. ['"朝鮮民主主義人民共和国間決緩済発展統計集」

(l 946~ 1960) 1961.外国交出版社

7. ['"朝鮮における社会主義の基礎建設J 1962.新日

水出版社

8. ['"朝鮮民主主義人民共和関の戸!家，社会体制J1966. 
効 }fr!(::} Yf} 

ヲ. l~í;ìJj鮮労働党第三回大会文献集J 1956. 外国文w
!夜半土

10. 1"朝鮮労働党第四回大会文献集J 1961.外国文出

j荻社

11. :Ml'誌「きょうの¥男東;I'J 1961~1966. 外間交出版社

12. 1¥;;;1鮮の現代:ff"iuj.I;jJ ::U 2 a二 iヲ63.イUl判的

人科学者協会

13. I~今日の北籾鮮j スカラピーノ語，，11965. IIli!:;;liJf 

究所出版会

14. r-現代朝鮮品 j 藤 I(:j~j~ 内・焔fTI添ゴミ制 iヲ66.効
一
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 15. ['"朝鮮現代史」 余三五 1963. 筑際冷房

16. ['"金日成二老会選au第二巻 1966. 新日本出版社
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労働者教育運動に関する一試論

日自労北海道支部における教育活動の歴史

(1949年.........1965年〉一一

明神

教育史 .1ヒ絞教育研究室

自 次

序 回民教育運動における労働者教育の位置 C19491f ~ 1965if-) 

第 1Jf 論文の視点，対象 % 1全日自労の教官:活動の特徴

U~ 2 j~~: 労働組合における教育活動の歴史(1ヲ52{r.~ ~ 2 北海道支部における教宣活動の歴史

1965年 ~3 総括一教育構造についてー

S 1教室活動を陽のあたる場所へ (1) うた対労働者と「火対っ子J.教側

!;2竺職法・安保関守Fと教育活動の高揚 (2) 劉冬?と教育司 教育構造分析の視点

き3 fl学化，系統化と大衆的手:;S~運動の展開 館 4.]}1:おわりに

訴¥31;;: 1i>:日自労北海道支郊における教育活動の煙火

1. はじめに

一教77認識の出発点と帰着

教育というとわれわれは，学校・教師・子どもを想起

する。それは現代社会においては大j詩的に存在する現象

であり， -Wf正当性をもった教育の主:裂な機能であり1iJiJ

1芝である。しかし，ともするとその正当性の吟i沫ぬきに

無!保介にく教育z 子ども〉の図式を考える傾向はなかっ

たか。そこでは Iおとなjがでてきても「子ども」の

教-ffを柄11にしたml此つまり淫!民教育運動という場合の

J悶氏J.教育における父母との捉般という場合の「父

tむの認識が第二義的になされる場合が多い。

しかし，教育に対する関心，政波・運動の阪J訟を考え

るたら教育史的にも現実においても子ども(学校〕その

ものにあるのではなく，労働の場におけるおとなの;忠

誠・能力の意図的，訂@i的形成にかかわるものが多く，

それとの述続で子どもの教育についての注目が成立して

いる。教育認識の「出発点」と「焔若};';¥Jiこi工子どもで

なく，日々生産・労働と緊張関係にある「おとな」がす

えられなければなるまい。

おとなの孜子fへの出FIは二重の芯:味において::{yイ[ごす

る。一つはおとなのな議・能力そのものをめぐって体制

と反体総との問にその統制をめぐる主導係争いが縦起し

ており，ここにおける科学性，集団主義の方向，水準へ

のrl:11という泊、旅において，二つには，子どもの教育に

おけるおとなの位百 おとなの似JJにある科学性，集団主

#1'の水燃が子どもの仰11にあるそれらの水泳をどう;規定す

るか，という?立味においてである。

「国民J，I父母」は受動的対象としてでなく以上のよ

うな悦点から把握される必要があろう。しかしながら教

育災践・研究において必ずしもこのことが明石'11に意識さ

わしているわけで、はない。それは実践や研究対象の恐なi下j

限定というだけでなく，そのような限定が子どもの教育

の本質に対する認識そのものをも恋めるrtのものとして

n党されつつある。

2. 分析の視点一回争と教育一

19601，1二を前後として労働者教育がまげf研究の対象とし

て意識されてきたことは教育研究の一つの新しい動向と

思われるが，主主谷n白犬が「教育学的視点から体系的に

F労働組合に関連のある教育問題』を検討しようとした

文献，資料はほとんどない… "J(1ヲ65年，立教大研究

民
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年報，第9号， r労働組合と教育J) と指摘しているよう

にまだ途についたばかりである。小論では資料，時間の

制約を受けながらも，今後の継続研究の課題を整しなが

ら労働組合における教育活動の Aつの典型をつくってき

た全日自労北海道支部を対象として，組合の教育活動を

分析し，その実体の把握を試みたものである。

労働組合の教脊活動は1955o:t二煩から「教宣活動を陽の

あたる場所へ」のスローガンの下に財政的・制度的に整

備され1960年を前後として第二の昂揚期を迎える。この

明から過去の教主主活動を総括し体系的・科学的な活動が

追求され，鉄鋼労連，私鉄総迷，全定通労組等では総合

的，長期的な「綱領」の作成がおこなわれ，一方全お自

労においては，中央機関紙「じかたびJ~中心とする大

衆的な学湾運動が始められる。科学化，大衆化の動きは

…つの発展を示すものであるが，同時に陥路を手iさってい

ることもホづミで，財政的，制度的拡大に対応して教育活

動が発展しないということが指摘される。それは労働者

の教宵・学習は学調;意欲ぬきに成立せず学習意欲の問題

は労働者教育においてもっとも鋭くるらわれるというと

ころに起因している。その;15;味で労働者の学習R立てLの条

件の検討は現在重要な問題となっており労働者教育の:tI，j

JE把握力:必要とされている。

従来，く組合の教育活動〉ロ〈教笈(文〉部〉口く労働講座，

サークノレ・機関紙〉とL、う認識があったが，ここでは組

令運動全体の中で教育活動を考えるという方法をとって

いる。現在の院路の克服は従来の認識では不可能であ

り，質的な把握のためには「闘争と教育」の関連を考え

ることが必要である。

全日自労北海道支部の教育活動の廃史(1949年~1965

''fつを一三期にわけ考察した。

3. 缶統の形成(1949年~1957年〉

敗戦後，都市，港湾に大量の失業者があふれこれから

求職・生活保障，配給物の民主的分配な要求する各種の

[llillが結成され，その活動は19491Fの緊急失対法による

火対'JF;{fの開始をもって本格化する。初期の組令結成は

労働)ill動の伝統，産業構造上の恋Elで札幌・小待・甑f!i自

の大都市が中心になり，合理化が進行するなかで室蘭の

ような工業地4貯，夕張・美阪の炭鉱地;滑にも波及してい

く。全日自労が全道的に統一されるのは1944，5年であ

り，その過程は上からの組織化というより各地ごとに群

鰍割拠の状態で「求職Jr生活保障Jr朝鮮戦争反対」等

の闘し、が行なわれていて，闘争一弾圧の過程で下部から

組織が肱大した。したがって，この運動は激しい斗争性

をその体質としている。失業問題を顕在化させ全日自労

な生みだした緊急失対法は，合理化・レッドパージ・朝

鮮戦争という日本の独占復活必の過程で、生みだされた矛盾

の落し子ともいわれ，このような過程で組織の客観的，

主体的条件が成熟した。客観的条件としては，当時の災

対労働者にとっては，闘いとの関連で把握せねばならな

かった生活があり，主体的条件としては，レッドパージ

で、職場を追放された戦倒的労働者が運動，組織の中核的

指導部となったという事情があげられる。失対労働者は

経済的にも社会的にも最下層に位殺し，労働組合のなか

でさえ軽淡され，全く孤立して闘わねばならなかった。

この苦難を通じて幹部の戦闘性と献身性が運動を組織し

約千P性が組合の個性ーとして刻印されていった。

組合がたと切った組織過程は組合の体質・似性を規定す

るものとして主要な意味をもっ。全日自労はこの過程を

「第一の洗干しJt耳j とL市、，組合の伝統が形成された時期

としーて位挺づけている。それは失対労働者が互いに呼び

あう[仲間!という言葉に象徴されている。これはずfし

\，， ~tì主闘争のなかでの強いiヨ1結を示すものであり，第

二Jt)]，第三JUlの教宣活動発俣の礎石となった。しかしこ

の時期には， I {rll間」としての問結の主主肢になお劣等感・

閉鎖性を含み団結の緊'li'iJ交におのずから限界があった。

4. 安保翻争における共闘・共流と虫学習活

動(1958年~1961年〉

ここでは第一期に形成された「仲間」の内科が i21i二

の洗礼j といわれる安保をめぐる共闘・交流の過程での

変符と，それが教育活動に与えた影?A?合考察する。

全日白労中央本部が1960年に突絡した「組織調査」は，

現場対議，闘争，主主'習と争な全iTIi告''Jに切らかにしているが，

これによると北海道の大部分の支郊で討議，闘やの中心

になる現場組織が生れていたことが分る。 1960Ofーを前後

とする数年は，空手職法・安保・政主主法等に対する共闘が

組織され，集会，デモ，坑口慰安，署名，Es椴え工作と

多様な運動形態での共闘・交流のるつぼがたぎった。一

般に交流のもつ教育会的%1~主主は，さまざまな形態で例人，

組織を特徴づけている矛盾の問笈性(口共通の対了L物の

認識jを認識させる，ということに求められるが，精神

的，物質的に底辺に佼震ました全日自労においては認識の

深まりは二楽してあらわれてくる。

第一に， ~;一期の「イ中間j の変容 (=JI二揚〕として作

用したことである。共闘・交流の成果は次のように総拐

されてL、る。

「…・・火業という，人間としての最高の苦難をなめさ

ぜているのは日本の li~民をだましこんでいる自民党池

田のす長とアメリカの反動支配間であることが安保問

/
H
V
 

Q
/
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争のJ:tい経験を通じてつかむことができました，従っ

て私たちの管しみと国民全体の苦しみは，全く共通な

ものであり，私たちがこのことに深い狸解をもって大

胆に闘うならば，決して敵の、なまけもの、 、どろぼ

う、の逆宣伝を粉砕できるということです。この敵は

決して強くないものであることが，はっきりしました」

(1960年度，道大会決定〉

第二に，これをよ台に大22:の討論，学習活動が渓閉し，

そのなかから，先端部において系統的学沼会が分化して

くる。

第三に「労働者対級制jから「労働者対米日反動へと

階級的に成長L.....統一戦線，統一闘争への意欲と確

信」をつかむとL、う教育内容の変化があらわれてくるO

これらの変化は平均的なものではない。地域的には炭

鉱地帯が先頭をきり，農村地帯により前進がみられる。

また組合の中で、は婦人層に強くあらわれてし、る。婦人は

依存心がある，個人の利害や感情が先になる，等と特徴

づけられていたが， r男にたよらなくてもやっていける

カをつける jために会合や交流会に意欲的に参加し「話

すJ，r読むJ，rillく」ことをはじめた。

5. rじかたびJ中心の大衆的学習運動の展

開 (1962~)

「じかたびJ中心の大衆的学習運動の展開(1962~)

は全日自労の教宣活動の雨期といわれる。これは失対打

切法といわれる初永構想、の発表を契機としての組合の失

業l反対例制(失反綱領〉の篠立を意味する O 少と反綱領は

-1イr来の運動の総括から組合の性絡，長期的方針を定式

化したもので「労働力流動政策に伴う矢先I打切りと

いう組織にとって死活に係わる政策と対決するための組

合の「綱領」であった。組合の階級的民主的強化，企業

組合の克服と統一一戦線の強化がこの綱領をつらぬく思想

となり，中央機関紙!じかたびJが以上の運動方針達成

のACf，t[な手段とされJた。

全日自労が「じかたひとJ11'心の教11:活動をうちだした

(1961{刊であり，北海道

ではlヲ62c¥Fの第12[[11定期大会でこのことが確認され，各

支部で共通の方針とされた。全日自労では「じかたび」

普及の:l:îをr)'~が組織評価の規準とされたが，それは組合機

関紙の例人有料購読とL、う措置ヵ:悩人の学習意欲の昂綴

なしには成立しえないし，そこに迷動の水準が反映され

るという意味においてである。

次炎は吉i:数の変化合示すものであるが，仔紛1に検討す

ると各支部開のアンバランス，年間を通ずる噺減という

ジグザグを含んでいる。 nr~数拡大は?とl然的成長にまかせ

"日マJ 

5‘000 
4，868 

4，000 

3守 000

2.000 

1.日00

!%O 61 62 63 64 65 

たものではなく裟求の積綴的とりあげと関手?の組織化と

いう意識的な努力を伴って示された。このj坊には，①工

作者集団結成・派Jti， @滋i館・小樽の斑制度採用，①夕

張に端を発した求職劉争の展開，というような運動・組

織の進践があった。

工作者集団は第12留地方委員会(1963年2月〉が探i館

支部へ8名の工作者の 1ヶ月派mを決定したのを皮切り

に，札幌，稚内，室務，旭川と続けられた。これは先進

的経験を議絞したいくつかの支部から工作者を選び，強

化を必要とする支部に長期的に派澄し， m地で要求をひ

きだしそれに基づく闘争を組織する基礎に， rじかたひ、」
の読者拡大，現場組織づくりを行っていくものであるつ

JjlI制度がこのj切には多くの支部;で試みられるが， 1963 

年頃函館支却の婦人による結成がその典型と Lて子れまれ

た。班は「じかたび」の読み合い， 4名活動，組合1~ ，

カンパの徴収，生活jll談そ~の「行動と学習の基隣組織」

であり， rこれからは組合役員だけでなく全員組合の仕

事をしなければなりません。そのため班づくりが必要J

(1964年10月，閣総支部機関紙〉という認識に支えられ

た。

失たjの新規主主主誌の制限， JJl存主主録者の削減という弘¥}}(

構想、にたいし，夕張支部では組合内に求織部会をつくり，

失対で働くことを希望する失業者を組織し，一年にわた

る話し合い，学習，職安との交渉の末，全国に先がけ6

名の失対主主録を認めさせ「夕張に学べJが全悶的スロー

ガンとされた。タ猿には他に生活保護部会， 12氏部会，

炭鉱部会等の未組織労働者を対象とする専門部会がつく

られ，全日自労t土地域の「教臨むとしての役割在来し，

「じかたびjが未総級者を含めて「生活の教利書」の取

{立をしめることになっ7こ。

iヲ62年から始まる「じかたひJ"1" 心の教1J~活動l 工，

7
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作者集団，班づくり，米組織の組織化という7践で典型を

つくり急速な「じかたひ、」の拡大，読みあい，話し合い

の大衆的学潔運動が展開する。この起動力になったのは

存支部とも共通に指摘しているように婦人であった。婦

人は行動の商で立上り，学習の必要を認、i殺し，話す， =~1} 

く読むことから学びはじめ， 1ヲ64，5年には活支部;の中

核に成長していった。組合のなかでまず婦人が変わり，

それらが全体を変えるとL寸構造をもち，婦人のEl1'J:，

f1上りが，より矛盾にさらされている老人，子どもの自

覚，史上りのパネになってし、く。 1963主['.から始まった

「老人集会J，I全日自労の母と子の集会」の開催はこの

具体例とみることができる。

「じかたび」の大和的学習運動と並んで，他の組合か

ら1O~13主子おくれて， ょうやく教室学校，労働大江主が始

められる。これには次のような背去があった。

一つは， 1664年頃から各支部は，共通に「じかたびJ

中心の学習活動，組合活動のゆきづまりを指摘している

が，これは学習運動が大衆的な規格Eですすめられ全体の

水準が向上するなかで，幹部の*手、験主義的指導のゆきづ

まりを示すもので，系統的，科学的JI~論を身につけるこ

とが停滞を克服する潔として釘党されたことである。さ

らに，全日自労は乙のJW，失Jx総領にもとづき未組織，

732村の組織化を意識がJに追求したが，これらとの交流に

おし、てかれらは「教ffrtりとしての役割をにない，そこか

ら組合活動家の理論水準のIfiJl:が強くさけばれた。(こ

のような交流のやで第二郊の「仲間jの内宍をさらに変

容さぜていく。〕

以上のように， ;抱総t札l合に7たこふL

全{体:.t本4本iの水j添1;事竿~手{主切i功カが'1ド向;句iJJ上二するなカか追で， '1'際i今日1;の合会)戎がはから

れ，未組織， )~日、Iにたいし全日自労が「教mnJ としての

位院を求められたことから，さらにいっそう組合全体の

水準の向上が必要となった。これに対処するため教宣学

校，労働大学の創設がおこなわれることになった。教宣

活動の形式的な側面では，ここに始めて他の組合と同列

にたつのであるが，全日自労の場合組織内部の必然性をと

もって急速にこの成長をかちとったという特徴をもっ。

6. まとめと課題

全日自労においては，教宣活動が戦場闘争一---*Jli先場討

議一→「じかたび」による大衆的学習ー→教笈(労働〉学

校とし、う境問的橋治をもって発燥しており，他の総合に

おいては kから下への整備を窓向するのにたいして， J敢

に下からつぎつぎと一段上をほ'tll¥]さぜる，という筋

道なとり， Iよい沼野をもったどラミッド型のとf:符体ilJljを

形成している。組合の教宣活動として重視されている労

重量講座(学校〉は大部分の組合ではiヲ55年頃にはすでに

諸手さわしていtc.o 全日白労ではこの開設は1964年からで

あり， 10年の遅れがある。この10年は教育活動全体の巡

れというよりは，学習機会，学習蕊;欲の広い裾野を形成

し「噴出jが進行しつつあった過程と考えることができ

る。注目すべきことは噴出のための学習機会，意欲の者五

五tが「仲間jの変谷と深くかかわっていることである。

「子どもに残すものは，金や財産ではない。どうした

ら失業も貧乏もない社会をつくろうかという以外にな

いJ(1964年度，道大会婦人分科会のまとめ〕といわぜた

のは，バラパラの失対労働者でなくて， I仲間」と豆、、に

呼びあえる ~Efl として結合された労働者であり， r仲間」
の範凶と結びつきの認織の発展(これはまわりにあった

いくつもの[対立物Jを明係にし，それを他階層のそれ

と統一してしべ過程と並行するのであるが〉が一定の水

泳に達したときに「そのためにはつらくたって，官!;しく

たって勉強しなくてはならない。そしていまは解らない

高皮な;極論ばかりみんなが発r-=Iするし，むづかしいがな

んとかしてこの耐難さをのりこえていかなくてはならな

L 、J(向上)とLづ学習への決意， 721欲を1:.みだしたの

である。

11'I'fHlJ '{j:変容 (=JH訪)させた*凶は様々であり，

学習もその一つであるが，基本的なものは教宣活動とい

うワクをこえた闘争，より民主密にいうなら「要求によっ

て組合を結成し，その要求右組合員すべてが大衆的に行

動することによって組合の力設なおめ，幾度となく i放の

潟圧をうけ，立直り，組合員のな志を結集して，大衆的

に闘う澄史」を歩んで、きた，と総括される闘争である。

教育が闘争のL ネノレギーとなり， I苅争が教育、作用をも

っとは，一般的にいわれるが，それは員長媒介の転化をな

I].jえしなし、。全日白労の歴史から，闘iJ:'の教育性は 11'I'Fe¥lJ

〔柴田o)を媒介にして，学習;意欲の根源となり，それは

また学ばれることの科学性，突践性を保障する，という

点、に求められよう。 I仲i昔日Jの変谷と教育活動変化の対

応はこのような筋道で理解できるであろう。

労働組合の教育活動をその益的1)¥1]函だけで把握するこ

となく，教脊の中綴に位援するともいえる学務意欲にか

かわるものとしての質的側ITrゐを把握するために，考祭の

対象を教笈部(労働講座，サークノレ，機関紙(誌)~n に

限定することなし闘争をも含め， I教育と闘争j とい

う祝点からこれしな考察する必裂がるる。 r教育と闘争j

は「教育の闘争性Jと「闘争の教育性」の統ーとして考

えるが，ヲ?働組合の教育活動を向者の統ーとして考える

ものは少ないの村に?をえ町一のt~1点が欠i等ずる場合には， liii 

者の成立も限界づけられる。労働組合の当I泌する教育活
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動の盗路を考える場合，特にこの視点が必25とされる。

7. 今後の課題

(1) 分析視点を務付2にしていくこと，ここで仮説的に

提起した観点を念日自労とは闘争の質を災iこする他の組

合の教育一宣伝運動史との比絞，検討により l吟l床すること。

(2) 労働表教育は， く思想・技術)-<体総・反体制〉

のからみあいのなかで展開しているが，労働組合の教育

活動をこのような全体構造のなかに位殿づけること。

があげられる。
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地域情報系に占める図書館の

社会教育的研究

JlI l埼 実

論文忠次

第 l1ti: 研究の兄取図

'+} 2ヰ土 日本の図書館研究の系討?と方法

第 3tfI 2つの視点一社会教育学と経済学

第4章地域情'*系

W; 5 ~~ 置戸〔オケト〕町調査報告 i 悶Jと図111館一

第 61~ 置戸(オケト)!日j潟支報告 2 グノレープ間比較

1. 研究の見取関

本論の試みは図3館を社会教育命的にi写評価することで

ある。図書館の校会教育的研究というテーマをみる多く

の人々はいぶかしく思うことだろう。 r刈t号館は本来社会

教育(1''1凶十~'.を持っているはずではないか。今あらためて

社会主主7守的研究というほどのものではないと O なるほど

社会教育法は公共同，IJffr'lを社会教1fi1'J機関と鋭定してい

る。本論はしかしi玄l;tH訟の社会教育‘的役割の現状につい

て疑問に感じた。関3館学の第一級の人のやに区133館{は

社会教育的機能を果たすべきではないという人さえい

る。本313は図;l}il'iiがもつことを期待されている役割とそ

の現状との間にあるづれを検汀、Jしようと 5式みる。さらに

関，lJil'(((;J:今日からゆHlのJ:ll1J!!XfJi"の中でどのようなタイ

プの包会教77的役~[誌を来たすことが壊まわしているのかに

ついて地域社会人の戸をきこうとした。本論はこうした

課題を探究するために寂戸(オケトリlrを選定した。 1962

o'pに文部省はi色村の図書悠活動を活発化するためのパイ

伊ツトケースとして決村モテ、ノレ関占必計回iを作成し実iむ

した。 ft戸(オケト〉町立l玄iJ;古代t土その，ihilJiのーっとし

て1965{1二に生れた。本研究が主体とした調f)'は196Mrで

あったから 2年後に行われたことになる。これは地域社

会における交化変容をみる一つの社会心珂学的ないしは

災験キI'.~':γ1内研究の機会でもあった。これまでtxHíl本新

一101

分析

第7主主 公共図書館の経済学

~~8 挙図書館の社会教育的理解

第9京地域計画への道

第10章未来への研究仮説

識普及過穏についての研究が数多くなされて来たが叩白

のの普及過程、についての研究は比較的少なかった。本

語21は文化変幸子と社会教育的研究の他に凶-2?館の経済的な

側街についても関心を示した。その主要なモデノレになっ

たのはブリッ・ 7 ハノレープの箸苫であった.彼はその者:

:J;の中で知識を絞済学的に分析したが;本論はこうした試

みの文脈の中にある。本論は 21jo前学二l::論文で考祭した

教育テレピピョンとは正反対のコミュニケージョソメデ

ィアを扱っている。しかしそこには共通したテーマがあ

る。それはコミュニケージョン制度の教育的理解という

ものである。

(1)ヲj京疋"史 凶立三戸惑:言 明治力絞 1965. p.91. 

(2) E. 口ジャース技術r宇和の fr-及滋位篠竹 .J~ 1f1路島i1百65.

く5) F. Muchlup production and distribution of knowledge 
in united states princeton university press 1962. 

2. 8 本の図書銭研究の系議と方法

美学と哲学の立場から図書館に接近した人にや井正ー

がし、る O 彼の図書館思想の原裂を、委員会の論理、にみ

ることが出来るοi良江度は農村図書館運動家であった。

彼は本の公共化合通して農村を近代イとする方法とした。

こうした 2人の先駆者のよに区iiS館学の通論的試みがあ

らわれて来た。維名六郎はドキュメンテーシ認ン言討を，

1:iJ家正fえは凶;号館政策にブJ点をかけた。しかし前記の人

々の特色は間存続を内側lからみるということである。[到
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書館の災JIE的研究は読書科学グノレープによっ
(4) 

たo :iHB武夫は成人の読;努調査で，

阪本~ftllLn\己主と読書の関係からそれぞれ読吉行動に接

近したc しかしこれらの人々は底抜図書館な研究の対

象としてはいない。図書館と人々との相互関係について

の研究が次に宣揚する。佐々木隆介はiA業図書館構想を

実誌がj地域"tc会調査な背~(として提出し定。またdi凶
JJ:iTI京理論の内側からの研究があらわれた。加藤秀俊，王子

1-11健三，藤jll正{ん泳間窓銑，等の研究をあげることが

出米る。

U i  'i'会の論}現J 廷と j荘Blの;者 J~E Ijr火公!誌社 1962. 

p.3-63. 

( 2) 桜江農村の説運動 担論社 1958
U )  十U，1'，六Hlj 図書京官学者支諭 学兵i盟 196日

(.4) イ1塚iE成 長古在学通論 }お得税 1966.

笈別式ノた fl，x人のぬ舎に関ずる研究I}説J，';お冷刊Aト 1957町 No.1.

p.23-28. 及こ，:r行I1の光怠の特質J 正樹 i守司の、戸門 出 k

lt 1963 

(5) 平沢薬 「必活社会学のι1Ul11Jρ'，，1l'N予 1957.No. J. p.1-

5. 

(6) i!Y'本一郎 「児奈のよみものの研究j 必科学 1957. No.1 

(7)佐々 木段jト 「北海辺の!十"手. I';;'ii交， 公民n'lf~浮にお(-j'と凶 3

和1m:こ[対「る ~!.11 i!J:J 北大数千守主部紀.~f No.8. 1自32，p，1日2-

jえぴ「北海道の戸主主*興とマスコミュニケ-i/ヨン」 北大教 (f~~;:

;日;紀 No.9， 1963， p.35-62. 

(8ヲ JJII柊秀佼投開二日 中火公命 1963，

(， g) 、l~llJ総ニ長]，裁の笠E主 lÎ'iiム2主 1963 ，

(10) ，j事'1IJEf(t 第 2の治J哉の本 新t帯干上

(11) 本f!lJi/:法 「コミュニケー乙/ヨン過程における転移と容J 凶
ぜ 1965.

3. 2つの視点一社会教育学と経済学

これまでの図書館研究は 2つの方向性をもって弘政し

ていた。 (1)図書館の内側の研究， (2)図;!?一館の外側IJの研究。

佐々木陵介はこの合流点を地域社会に求めた。本論はこ

の系議の上に立っている。本論はその相互作用を社会教

育的視点でみることである。しかしそれに止まらない。

図書館は地域社会の集|主的 JJ~であるという立場から図

書館を一つの消費機関であるとする絞済的視点を導入し

た。それJは¥}司3?館と!土¥j仮産業との相互作用，図会館授を

准が負担するかという問題をみることである。これを要

約すると， (1)図書館と地域社会人の相互作用， (2)図書館

と出版産業との相互作用ということになる。

4. 地域情報系

科学はある慈、味で、変化、な研究するとみることが出

来る。その変化の構造は①コミュニケーション，@メタ

ボリズム，常戸長と開発という 3つの要素から成り立つ

ものであろうっ心湾学は神系組織レベノレの変化な，生物

午は事fiとが1休の変化を，物J1H学は(1然と機械における変

化を，化学は原子閣の組み合せの変化を，経済常は個人

や出家レベ/レの富の変化を，歴史や人類学はill:代の変化

を，それぞれ探究してし、るかにみえる。社会学はどのよ

うな対象の変化を探究するのだろうか。それはおそらく

制度，集団，そして文化ではあるまいか。本論は地域社

会という集団レベノレの変化を図;号館という制度に焦点な

あてて分析することである。オミふは地減社会の変化のtfli

i告な知識がI!Itれ成長する母体としてとらえる O あきらか

に地域社会は各種のコミュユケーション系から成り立っ

ている。①教育情報系，①行政情報系，①マスコミュニ

クーシ g ン系，①商業情報系， (台交通過信悩報系，⑥近r→

業社会情報系，⑦家庭内情報系， (主)近隣及びインフォー

マノレ第 2次集団情報系を数えることが!対米ょう。本命は

凶古館を①の中に位泣づけそれを⑦⑦⑪との組み合せの

中で考察しようと試みる。

地域社会を情報系としてとらえる試みは新しい本I治独

自の剣道的概念、ではない。これと苅じとらえ方合幾人か

の研究者述が提出している。カーターとダンハムのダー

ビーサーヴエイで提出したインターコミュニケージョ

ン，カシツとラザースフェノレトのパーソナノレインブノレL

(3) 

ンス，人類学者シーゲノレのコミュニティイ γブオメーシ
(5) 

ョンモデノレ，ノレーミスの地減数百システム，さらに古く

はリンド夫妻のミドノレタウン，ウオーナーの地域研究，

などがある。より迷くはフランスの社会学者ガブワエノレ
(8) 

タノレドにその原型をみいf討すことが出来る。

(1) この充電'¥1土， I日添 11 i文明の交!:}J )式 1957.7.p，50-67 
村総「行動科学の現代的 1966，11，主111;生午入

rru性主人棋のJ1P:，ii;1i木 1965，p.27. 30， 50， 63，羽田 75，103.
221. )JO接待俊 iHl免勾と白{jJ:1'l:J.IJ!，立?の科学 1965，2. 丹下位三

11 キ 7IJK，~の以来伎 向島完封 1966，らの論文Jニぬっている。
(2) J， Carter and J. S. Dowr.ham， The communication of 

idea Readers digest association， 1954， 

(3) E. Katy and p， F. Layersfeld， Personal influence， The 

Free Prees， 1955. 
bll'事よ守佼jある家主ココ 1ユニケーνヨシヨ i占 SIU.Lt百S7，2 

(4) Rogers， diffusion of inrlovation， Free Press， 1962. 
(5) B. J， Siegel， Models for the analy，is of educative 

process in American Community， G. D， Spindler Ced) 

Education and Anthropology， Stonfard university press 

1953， 

(6) C. p， Loomis Ced) Rural Social systam and aduJt edu. 

cation， The乱1ichiganState Col1ege press 1953， 

くわ R， S， Lund and H， M， Lynd， Middletown in transition 
Harcourt Bvare 1937. 

(8) L. Warner， The living and the dead-A study of symbolic 
life of America， Yale university press， 1959， 

(め G，タルド 111論と群衆，泌徒三三下ソJ)~ 未来社， 1964， 

5 置戸(オケト〉留T調査報告 1 町と国書館

置戸町はアイヌ諾でJllil之をほす沢という意味をもって

いるo 19651fに約 2，500 U i':ì~ l'万人の人口をもっ小さな

111] である。オ宇トnIJ のヅ p ブイノレを~tg~ と林;たそして社

会教育のI!I]ということで立、約!日米る。それは我々にデン
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I~叫ELー

も¥と
マーク'a:思わせる。オケト町は{むのHむと同様に若い位{'¥:

が少ない。 1954年の人口統計は安定したピラミッド型だ

ったが1965Jf二にはヒョウタン型に変った。 20歳から24歳
(2) 

の!習が急減したのである。オケト町にはオケトタイムス

という小さなしかし独自のスタイルをもった新潤カ::5
(3) 

る。 l ヲ65年度はオケト ~I] にとって喜びの多い年となっ

tc.o オケトIlljが生れて50周年の記念行事があった。その

上11lk;j予1，モデル図書館が設置されたので、ある O この図書館

はオケト!可の中にあるどの建築よりもスマートでしかも

機能的につくられている。児m用室と一般閲覧室は別に

なっており別に研研窓がある。蔵書数はヲ千4百冊， う
(4) 

ち文学系統が34.8%，児童図;1}24.5%である。館長の他

に2人の凶苫館長がし、る。自動車交!tfiで速い古1;落を滋li11

し，一日平均60人の館内利用者をさばくには大変な仕'Jl‘

である。利用者は小学生が28，中学生11，高校10，一般
(5) 

11 という織成になっているのこの様な図~~}f(f~iが生れるに

はどの{なの費用がし、るものだろうか?職員の年間供与を

除いて合計 1，413万円必要だった。このうち悶から3ヲl万

円 (27?の，道から200万円(14%)，オケトUlJ自身は820

万円(ラ99の支出した。この'傾はlヲ65{FIJlの置]三i1町の

予算の 3%にあたる。そのうち区13購入授は50万円であ

る。これではたりないと社会教育委員長野口霊光氏がオ

ケトタイムスで図31会寄贈運動という一つの方式を挺l思

し話題になった。

uヲ Lで)iHlr，抑10)月u{l' 196!i. p.8 

(2， OiHtl，ヰ p.41

(.3) オケトタ fムスネi オケトタイムス 1965. 1月号

(.4) 汗J'孜iJ 会 ド向山教 1956句 p.l0.

(5， ii'，'J'IXI，守[ザ司 hヰ担1m統，[' 1955.4~196ι3. 

(.6，問J 自iJHJ ，~f p. 49， 

C7J例J 前十時rヰ p.49. 

C8i オヲトタイムス 196ち1.18i!;J 

7 置戸(オケト)町調査報告 2 グループ

間比較分析

ヰ;545がとった地域図立:館への社会教育(1')アプロ チは

4つの1てなった性械をもっ青年のグノレープをl七絞検討す

ることであった J 分析対象者は86名c 名集[、耳のH怖は次

の去のjillり。

N17 K" 517 D， 

指3 15-19 15一一18 16-24 25-29 

j1 別長'" 11 5 
6 14 

月故 授業 ミヨ 公務
公務j占 5，

，、、， J1l2 
民主(12ヲ コく 4 '1' ( 5) 

居 住 段付 iliiti ilJ街

(1) N・1 授業学i卦 K ・!r-'J校生 S".fYj"年教官 D"';克忍ナーグノレ

(2) N 11' "N グループ17名以下|叶様に K~48名， 5-17名， D-4名

(1) 

分析は24項目のインデックスについて行われた。この

分割?から結果を次の 3つに袋約出来る。

帰結 1 fi!1戸凶i号館はf自の社会教育機関と結びついた

存主主であるとはいいにくい。むしろ図3館は家族集団の

オピニオンリーダーを粍て関連をもっ傾向にある。その

オピユオンリーターは主席と妹である O 叉グ、ノレープのメン

ノミー自身もオピニオンリーダーの役目を来たす。 Sグノレ

ープのメ γパーはオピニオンリーダー， Nグノレープはオ

ピニオγ リーダーとブオロワー， Kグノレープはブオロワ

になる傾向にあった。

帰結 2 4つのグノレープのメンパーの多くは小説類の

利用が圧倒的に多かった。一方読みたし、とL、う要求の中

に小説'iWi以外にアカデミックで科学的な情報をあげてい

る。 rlない包塔J，r友情Jといった本を泡む一方で「生

命とは何かJ，rJ;;~かな社会」といった文献を読みたいと

望んでいる。彼等は出来れば|ヌ!役館が後者のタイプの知

識の伝達機関になってほしいと望んでいる。

帰結3 5t戸j長卒、Iモデル区Jil}館というこの文化的，制

度的な出現はWg宇にどのような変化を与えたか。 30%の

人々が読者訟を坪iJJI1させた。図書館がこの111]にとって大

きな変化ある出現とみた人は39.5%やや大きいとみた人

は26.79るあまり大きくないとみた人は15.1%であった。

く1) "平総なデーターは付表参P.t¥

8. 公共図書館の経済学

公共闘3館の経済学はオケト調査とはちがったマクロ

レベノレの統計的分析で、ある。それらを次の 3点に要約し

7こ。

帰結4 公共図書鎗の普及率が低い。それは高等学校

の普及率1んのである。大学数630(196のに対して公共

図3館5940
村のレベノレで、 2%，関Iで 9%，市で73%(こ

れを人口比にすると町や村のレベノレと笈はなくなるだろ

うjol館当りの人口数町人， 1人当りの蔵書数0.1f!?。

帰結 5 日本の図書館は施設中心で人つまり図書館長

小心ではない。小中高教員80万人，大学教官8万人に対

して 2千人(J9631。
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帰結 6 Jcth方財政の負担が大きい。 1964年の公共図書

館費48{lな5千万円。うち閣の補助 0.5%，都道府県35.1

9.6，市町村62.3%0 このうち資料費 71蕊門〔総額比15%。

出版総額2，040位、内，このうち図書館が支払った額は0.4

%。出版点数24，203点(1965)のうち公共図書館は平均

してし219点1購入した。

(1) 教育年鐙 1967.

(2) 前掲議及ζ 出版年議室 1S66. 

くの 出版ij'綴 1966 及び宇耳日i}~i1霊より宮

(4) ttf;;ßノtn~ t司君子殺学通論，付縁統日「衣

(5) 文部活 r!i:が担当の社会教TJ 1965， p，128. 1えび教育年選 1957.

(6) 教7守年縫 1997， 

く7) llif，託年皇室 1966より u十第

(呂) 11¥版壬{主主 1966 

(9) 前掲詩より繁

9. 図書館の社会教育的理解

大学に対する~求が増大している。かつて教育への攻:

求は小学校レベノレだったが，戦後高校教育に高まり，今

日では大学レベルにまで透している。 1965年に約 140万

人の入学志i頼者がし、たが実際に大学に入れたのは約30万
(I) 

人である。アメザカでは一週間に・つの'JiU合で大学が生
(2) 

れてし、る。大学は途方もなく大きくなりつつある。その

ヴ河村な地峡社会の大'''t iJ~生れていZU F-マハル

ープは近い将来アメリカの向一世代の50%の人々が大学

に行くことだろうとのべている)。そのためには初等教育

から大学教育ーまでの大巾な教育制度的改苧が必要だと主

張したコ彼はこれまて、の学力水準を下げることなしに全

体の教育年限を短縮すべきだというプランを捉U:してい

る。クラウザーレポートは円高気から18歳までの人々にコ

ミュニテイカレッジでパートタイムの大学教青ーをうける

ような;汁闘を提刊日したc ヌド論も又大学教育を81むすべて

の人々に開放するための一つのアプローチを提出する。

それは公共図書館を少なくとも J(ジュニアカレッジ〉

レベノレの機能を果たすような戦略を3こてることでるる。

そのために図書館長は今までの様なトレーニング，これ

までのような職務概念では不渡切である。パーナード・

ベレノレソンはアメリカの図書館員にM'A及ひ、ph・D級

官「ベノレの資格をもっとi仰させる必要があると挺11昌し

た。アカデミックライブラ Pアンが各知識部門のエキス

ノミートとして地域社会に主主場することである。オケト報

告が明らかにしたことはオケト町の青年述は強くその様

な機能を果たすように望んでいるということである。 問

題はそのような要求を実現するための財政的戦略であ

る。国家財政は公共闘志飢'についてあまり熱心でないよ

うにみえる。 i均等教育へのより多くの財源を獲得するこ

とはGNP(問民総生産〕の成長に賃献するとセイモア・

ハリスは指摘した。公共図i号館の大学的性格はIfi年定?に

アカデミックなコミュニケーションの市幾会を与えるだけ

でなく，その地域社会のあらゆる成人にとって変化する

情報l!t界への適応を可能とする継続教育の機会を提供す

る。

く1)芝回途午大学の現状と展'1l7 i学生問題の政治経淡芋J
(2) Newsweek， Boom in Camp us Febrary 21. 1967， p，41. 

(3) C.カー，大学の効用，京大出版会 1966.

く4) Newsweek. 前持活

く5) F. J¥在uchlup，production and distri bUtiOll of knowledge 

in United States 1962， princeton University press， p.141 
(6) F. Machlup 滋jtl;罫 p.137.138. 

(7) F. Muchlup 官官J;fJ怠 p. 142. 

(8) F. Muchlup 前邦議 p.143 

(9) おおerelsonAdvanced study and reserch in librarian. 

ship， Education for lbnarianship， ALA 1949. p. 214. 

(10) S. E. Harris， OECD Study group in economics of edu. 

cation economic aspect of Higher education 1964， Paris 

p.109. 

10. 地域計函への選

図書館の語源は、ピプロス、つまり勺〈イフツレのおか
(1) 

れてあるところ、という意味をもっている。かつて人々

の中心は教会であったが現代社会では科学的知識のある

所つまり大学であり区1;!l館であるといえるかもしれな

い。知識の生産と流通が大きくなったとはし、え知識に接

近する人は少なくそれを理解する人はさらに少ない。ラ

ノレフ・ラップは科学を理解している人は 1%か 2%だろ

うとのべている o '1"1と;;:と社会がすみやかに対話を始めな

ければならないと?皮はいう。ダニエノレ・ラーナーは1sJJIJ

3dJ也i与えの近代化の指紋を①都市化，@リテラシー，①メ
U) 

ディア参加，(l投京の 4点に集約したが，より近代化さ

れた11，]の指棋はこれでは十分ではなし、。高等教手fへの参

加がその主要なインデックスの一つであろう。今日から

明日への地域社会に必要なのは↑iEJ報のJil:!'l<]質的取加で‘あ

る。 地域計剥はこうした側fWを考慮する尚三地域生活はよ

り山ーかなものになるとj忍われる。ジョ γ ・デューイは今

から50年前に学校のモデルをtt札、てみせたが，彼がその

中心にすえたのは凶;1Jtrnだった。このことは同様に地域

計i出iのモデルにとってもあてはまるものである。

(1) )，~!四日 {等 学校凶子 i子供とゐ境J 1966，6， p.13， 

(2) ラノレブ・ラップ 科千:と社会の対 八木沼J町 議談社 1966・p.8，

(ヨ〉 ヲノレ7・ラップ 前潟三芳 p.9， 

(4) D. Lerner， passing the traditional society 

(5) ジヨシ・デユーイ 学校と社22 1JL主ι号凶 訂以誠 .，~J~ 1自56fl'版

11. 未来への研究仮説

本I治は明瞭な仮説の樹立をもって研究の焔絡とはしな

かった。むしろそこには混沌があった。本論がもし科学

的論文へ志向するところがあったとすれば混沌から秩序
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への意志をもったということであろう。ヌド論はしめくく

りとして以下の仮説を提出する。

仮設 1 J自滅社会はそれ自身都市化されつつある。そ

の指標はコミュニケーションの量的，質的成

長によって測定されうる。図書館t土地域コミ

ュニケーション指僚の要索である。

仮説 2 図3古fH土自律的コミュニケーション機関であ

る。学校教育がそれと議結しkifP備教育な行

うならば，余暇における自律的コミュエケー

ショ γ行動会増加しうる。

仮説 3 図書館はfnJ';宇かの被援的媒介過程としての性

格言ピ来たす時その機関のコミュニケーショ γ

五1 をt~1加させうる。

ザミ iit f立 互主主~t7主財
17 

1. [支Iお:1ii ;fil r日本 人/月 2 11. 7記

口約/月 3 17.6 

1-300 9 40.0 

301-500 2 11. 7 
2. t~ 'It 

501-1000 5 17.6 

1001-2000 日 。"。
2001以上 B 35.2 

タ:・ flC; 2 11. 7 

5i'. 2 11.7 

3. 渓Jl);f'jl司平IjJlJu お 11 54.7 

剣1 1 5.8 

Il!， 4 30.0 

4. ブ オロワー ブオ口ワー/全 ;iYパー 12 70.0 

5. ダ リーダー/全;iYハー 14 82.0 

場合による ヨ 17.6 

B. む窓会参加1 芯 加わらない 1 5.8 

主i1オコる 13 76.4 

大きなf1¥米ごと 5 35.3 

7. 問主 J~î{ inのお やヤ大まな11¥米ごと 2 11. 7 

たし、したーではない 1 5.8 

増加 ヨ 17.6 
8. ムb ;き タヲYとL、 イ七

同じ 14 82.4 

な速に給コaっく 4 23.5 

自 lU仰のをのね悶1

ゆ引くりごツ〈 4 23.5 
/) 変化なし 日 35.2 

約まる 1 5.8 

以上の仮説は未来の研究の中で、検託されたE寺にはじめ

てコミュニケーション行動における科学的知識としての

資格を有するであろう O

ヌド論を閉じるに際して研究を指導された佐々木教授に

お礼を申し上げたい。さらにつぎの方々の幼弱と協力が

あったことに感謝する。市JII助教授，狩野助教授，布脇

助教授，道又ll))教援，置戸町図書館の玉手館長，沢田可

;i?，誼戸高校，置戸教育委員会。

く付表〉

紙商の都合でここではすべてのデーターについてかか

げることは出来ない。その一部のみを提出するにとどめ

る。

同 K校H 生 百年S数宝 クノレ

17 

18 37.5 対 7 
% 

4 
96 

31 36.0 先

25 52.0 6 35.4 。 日 28 W.8 

19 39.5 2 11.7 自 。 30 33日

2 5.6 日 35.4 。 。 2日 22.0 。 0.0 5 17.6 2 50 B 8.8 

1 2.8 日 0.0 1 25 2 2.2 。 。。 B 0.0 1 25 1 1.1 

7 14.5 1 5.8 10 12.0 

9 18.7 D 。臼 11 12.1 

7 14.5 4 23.2 22 24.2 

日 12.5 2 22.6 自 9.9 

12 25.0 1 5.8 27 18.7 

20 41. 0 4 23.0 36 39.6 

11 22.0 日 47.0 33 36.3 

36 75.0 12 70.5 4 100 55 63.9 

5 6.2 1 5.8 日 。 5 5.8 

9 14.5 1 5.8 。 。 21 24.4 

19 39.5 日 52.9 。 。。 34 39.5 

17 35.4 2 11.7 2 50.0 26 26.7 

10 20.8 。 0.0 2 50.0 13 15.1 

31 64‘5 1 5.2 D 。。 35 40.0 

17 35.5 11 94.8 2 50.0 44 59.4 

7 14.5 1 5.8 D 。 12 13.9 

23 47.9 12 7札5 4 100 43 50.0 

15 31.2 2 11.8 。 。 23 2日7

1 2.8 日 0.0 。 G 2 2.3 

OD ブオロワーとは調資対象者ii:ヌ庭内科月]設にrJLブオ口ワ…になる#d{;IQ

Fーダーとはi潟H対決討が家五H好成こ対してオピニオンリーダーとなる場合。
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勤労青年教育の視点に関する

若干の実証的研究
一--I-i=l卒勤労青年における一一

浜 功

論文自次

はじめに

第 l京勤労青年の教育の視点

第 1ifIl 後期中等教育と勤労青年

第 2)坊戦前の劾労青年教育

ii13節戦後の勤労青年教育

;;t:;4節勤労青年教育の問題点

UC2本万年学級のTEC検討

i:il1俗学習集団の誕生

第2節山形県下j

第 3ifIj 1!j1c1工学級の法制i化

ゐiH節 百年学級の推移

第5節 青年学級の現状と学級の変容

u~ 6臼iii 北海道の…百年t下級

第 7 郊札幌市のf~J1F:~f:級

1. 問題の所在

後期l~j，~~S教育のありかたをめぐって，色々な角度から

の検討が活発になされている。それらの問題点を要約す

れば，一つは高校教育の体質改訴であり，いまひとつは

中卒勤労青年の教育に関しているものである。この稿l主

将に後者の視点から勤労青年教育の問題をあつかってい

こうとする。

昭和37，38， 39年の 3カ年に公¥'L中学校を卒業した

15~17歳の'í'rir659万人のうち，高校，疋\:r!jl，各種学校，

;'j'ir学級など，いわゆる教育訓練機関に在籍している表

は522万人，全体の79.3%にあたり，いっぽう中学校卒

業後~、かなる教育訓練機関にも在籍しない青年は 133

万人もいる。問題はこの， ~ 、かなる教育訓練機関にも在

符しない百年たちが，教育の谷間にお力通れているという

ZtH京市

第 31与 勤労古f子学校の位置と役割

第 i節勤労青年学校の性絡

友12節勤労iT年学校の概況

第 3~j'i 北海道の勤労青年学校

第4節 クリーニング学級

tii 5節 クリーエング学級生の生活

tii6衛生徒の学級評似

第4平安約と結論

第 l節青年学級の評価と展望

!X~ 2節勤労青年学校の評{阪と!民望

第3長fi 勤労'i1j'-'p教育の反省

むすび

ことであり，これらの青 n々たちに，いかなる形の教育を

保託すべきか，どういう形で教育のライ γに雷ーくべきか

ということなのである。

わが国の教育熱は学歴偏重の社会的風潮を背景に異常

なまでのおまりをみせてきた。そのあらわれのひとつ

は，高校進学芸名にみることができる。(図 1)70%を放

した進学卒は高校教育がすでに大衆化したことを示して

いる。いっぽう高校の門をくぐれなかったや卒者中 2~

3 ;I;IJの吉年たちはどうなるのか。進学率だけ幸子おしてみ

ても，教育の機会から見放された 130余万人の芳年た%

のことを皮外祝しては全く怒球をなさない。後JUJljτ等教

育の拡充整備が，高校進学率の高さや，青年学級，勤労

青年学校の増設によって述成されるとするのは恨本的な

決まりである。高校へ進学できないわずか 2~3 却の中

本万年をどのような教育のラインにおくべきなのか，と
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いうことこそ，青年教育に謀、せられている重要な課題と

なっているのである。

この稿はまず慰労青年教育の視点に関しての歴史的

な経過をたどり，ついで今日，勤労青年教育において，

もっとも主要なポストにある青年学級と勤労青年学校

の現状を調査資料をもとに検証し，勤労青年教育の視

点に闘して考案を加えている。

2. 各章の要約

(1) 勤労管年教育の視点

勤労青年教育の流れをみると，戦前と戦後とを通じて

共通した点のあることに気付く，それは(1)国家への奉仕

が優先さぜられ， (2)人間教育，人絡教育のJ篠弘という

点、である。 戦前における勤労青年教育の系譜は，実業持li

育学校，青年訓練所，青年学校である。これらはし、ずれ

も義務教育終了後の青年に対して「心身ヲ鍛練シJ I職

業共ノ他実務生活ユ須要ナノレ知識技能Jを授けるという

ものであった。そこでは，人間 ~~I去の教育はなく，知識

技能zをど修得する7たこめの苅訓i綴カが:勺νr:中一

力の強化に寄 I与J止二する」性{絡名主をfあらわにしたO 戦後におい

ては特権的・身分的な波線li~.の学校体系はI予忠良型とな

り，義務教育の年限は 6"ドから 9年に延長された。しか

し，勤労青年教育に閉しては， r'r:i-fたちの自主的な共同

学習体である夜学会，修長会などがあるのみであった。

昭和28年，青年学級のが.;11l1Jイとを皮切りに，勤労r'j{j二教育

に対する行政が強力にうちだされるようになった。それ

らはし、ずれも勤労~;j.斗を現状に|苅定させ， -jj的なJI日従

を強いたものであった。 たとえば中教審の「現行制度の

鴻ij進的改善の立:場にたち，特に産業技術教育を光yさせ

るJ(昭33年〉 という立場は，はっきりとこのことを託

明するものであった。この後にあいついで示される勤労

青年教育の振興策は「後期中等教育を学校教育に限定す

ることなく，各種M態の職業訓練，各種学校，通信教育

等もその期間の長短を間わず，後期中等教育の一環とみ

なすべきであるJ(経済審議会，昭九年〉 とL、う具合に

「産業技術訓練」に傾斜していった。青年期の人生観と

側値観の形成に大きく寄与する全人教育が然祝されてい

ることを近視したい。

(2) 青年学級の再検討

青年学級は戦後の効労青年数脊を語るうえに必須の存

在である。青年学級は，戦後の教育刷新においてもかえ

りみられなかった義務教育終了後の勤労青年の白主的な

学潟活動の中総をなしていた。ところがこれが多くの青

年の反対を押し切って法i同化され，様相を一変すること

になると，今度は後期rl'等教手fの一機関としての役割な

もたせられた。

l 青 年 学 級 の 変 容 過 稜 i 
i産 自主的、倒的 最盛期主自主性の喪失、減少期 1
i~ 学習活動の時代 草受身的活動の待代 | 

|駆mmmmmm;三部E主主J!m欄:mnm糧問::均出 I1

し一一一一一一一一一…一一一一一一一一一一一一一一一一一一一J

"，'j'fF学級の歴史を概観すれば，青年学級は法制化を境

として変容したことが明らかである。青年学級は勤労:j!-r
年教育の機会に乏しい時代にうまれた。彼らは，やがて

自分たちにも教育の機会が学校教育の体系のなかに見出

される日を心持ちにしながら，夜のi珪i誌をもいとわずl'J'

年学級に通っていたにちがし、なし、。ところが昭和28fT'-に

は，青年たちの金の卵を悶がとりあげ法制化してしまっ

た。しかも，それは社会教育の一事業としての位置しか

与えられなかったのである。この時から青年学級は次第

に減少してゆき昭和31年，全国に l万 6千学級，学級生

100万人をこえたものが開手r1391fには8千学級，学級生

36万人に減少するに至った。

札幌rlii丘郊の興政:f-.l部吉年(総戸数56戸〕では昭和40"F

!支まで1m;没されていた学級が41年度から姿を消してしま

った。興産社部漆は苦から水田中心であり，毎年どうに

か赤字を出さなし、1'')1&のくらしをしている。キL中I¥il;r!J街の

!膨張につれて，この都港に宅地が造成されはじめた。そ

のため民民は設業に対する意欲な?とってしまったじ 22菜

をこれからも続けたいという家は25%にすぎなし、。親が

そのようであるから，あとつぎの，弘子たちも E23長に r-l~J心

主どもたなくなっている。青年間も解散，予i年学級もなく

なった。この部落の16~25歳までの青年学生はのぞく〉
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は66名もいる。もともと戸教の少ない部落である。青年

の数がへったということだけで青年学級がつぶれてしま

うとし、う公式は，この部落では該当しなし、。学級が消え

さった原因は他に求めなければならない。それは何であ

ろうか。これまで農業一筋に生きてきて，都市化のあお

りをうけ，深刻な問題が山積している。青年たちはこの

ときこそ，力を合せて，この事態にどう対処していくか

を考える絶好の機会であった。にもかかわらず，それは

行なわれなかった。青年学級が地域に根ざした，青年の

ためのもので、あ五ば，この持こそ興産社青年学級は真価

を発深できたであろう。ところがカリキユラムは学校教

育の二番せんじであり， リーダーの養成はおろか，地j或

社会の協力もえられないという惑条件にかこまれてしま

っていた。

非を青年たちにむけることは易し、。だが線本的には，

このようにも=杢ド学級を形酸化したいし、加減な留の勤労青

年教育政策に批判の日をむけなければならない。

雀の涙にもたり 表 1 青少年教育 1人当り経費

ない補助金で青年

学級をしばりつけ

ようとする青年学

級振興法は，青年

の自主的な学習活

動をはばむものと

区 分

部道府県立泌校全日¥IilJ
ノL骨ぷ，a
i重fJi告a

効 9J i'i年学校

f:j'- 1:1-ニ 学タ級
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(百首相rl38年[玄〉 昭40rわが図の社会教y;fJ
tこよる

なっている。青年

学級が法制化以前に果してきた役割は高く評価される。

が，それはあくまでも，青年の自主的な共同学習が自由

に行なわれ得たときであり，その視点に関してのみ言え

ることなのである。青年学級が学校教育の摘足的な役割

をも7こされ，後期中等教育の-~とみなされるような勤

労青年教育は討され，認められてはならないものであ

る。その意味で青年学級は青年自身の手にあって自主的

な学留を行なうか，後期中等教育機関としての丙編成を

試みられるかし、ずれかの還を選択しなければならなくな

ってきているように忠、われる。

(3) 勤労青年学校の位登と役割

52村を母体とした古午A学級が減少するにつれ，中小部

I討を中心とした青年学級の新しい蕊場が，この効ヲ:J'~V:fl工

学校である。昭和38年)立に新設された勤労tt年学校は①

入学対象を義務教育終了後満18歳未満の勤労青年にしぼ

り，@年間学習時間を 300時間以上とすること，① 1校

につき 180人以上であることなどが定められている。こ

れも'J'J{f-学級と同様，社会教育の-"Ijr業にすぎず卒業資

格や社会的認;fiJ:，在学中に取得会した単位のi沼、定は一切な

いのである。戦iliJ，戦時中をjruじてみられた百イr"'N交は

「従前ノ実業補習教育及青年訓練ノ特質ヲ融合シテ心身

ノ鍛練及徳性ノ派主主ト職業其ノ他生活ニ須要ナノレ知識技

能ノ修fTJトヲ主!仮トシテ教授及訓練Jをする機関で、あっ

たが，今日の勤労青年学校の性格がこの中にも充分にう

かがえるのである。

勤労青年学校は，まだ試行錯誤の段階にあるが，教育

の多様化をめざす国の教育政策の姿勢からして，これが

これからの勤労青年教育として大きな比撃を占めること

はまちがし、ないだろう。

北海道においてはj、し授をはじめ 2町が，これを開設し

ている。〔昭和41年度現在〕 札i慢の場合につし、てみると

三学級編成，ニコース(商業，クリーニン夕、〕で三年初j

となっているO ところがここに集まる勤労青年はきわめ

て少なく校 180人の定員も60名たらずとL、う状況に

なっている。札幌のような勤労青年を多くかかえる街に

してこの成積である。全国的な状況におし、ても定員通り

生徒が集まっているところは殆んど見当らないというの

が実情である。

勤労青年学校に遜っている生徒について調べてみると

倒人のがLや援をもっている者は一人もなく，会社の従業

員たちと数人で生活している例が多L、。家庭において学

留をすすめれるような環境にある者は見当らないのであ

る。職業に対する態度も不安定で、あり，なんとはなしに

不安を感じているというのが彼らのおかれている環境で

ある。したがって彼らに学習窓欲をおこさぜるために

は，少なくとも，施設や設備のととのった学校というこ

とになるが，勤労青年学校は「既存の施設利用Jを原貝Ij

とし，それをつらぬいている。したがって，それで、なく

とも不備をかこっている社会教育施設にいっそうの混乱

をもちこみ負担を蚤くすることになった。

このように勤労青年教育の新しい形態として生まれた

勤労青年学校は，あらゆる街で中途半端な機関になって

しまっており， lflくもまがりかと令に立たされている。勤

労青年教育{?， 1m易に，要領良く， 111く仕上げてしまお

うという勤労青年軽視の視点にたってしとげようとする

かぎり，勤労青年はこれに見向きもしないであろう。中

卒勤労青年Jこは技術技能を身につかせて一人前にするだ

けでよいという職業訓練的な考え方は線本から否定さる

べきものである。

(4) 要約と結論

了ff守一台{:級や勤労青年学校は，今日の勤労青年教育のrjcr

で、特に汲~な位i註を占めている。しかし，そのことは勤

労百年自身がそう考えているということではなL、。勤労

青年教育が青年学級や勤労青年学校のような，あらゆる

市iで務改![きわまりない機関は結局，勤労~i~J{子のためのも
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のとなり得なかったのて、ある。したがって青年学級や勤

労青年学校はそのような燈史的事実を明らかにする意味

においてのみ，その存在が認められるということなので

ある。

後期中等教育の拡充整備ということが，やみくもにあ

らゆる教育訓練機関を含めてしまうということで事足れ

りとするのは教育の思念の放壌に通じる行為といわなけ

ればならなし、。中卒勤労青年が全人数1苛のたてまえをつ

らぬき，学校教育のラインにつけるようになるまでは後

間中手数手fの拡充も整備もありえない。中学校卒業後，

L、かなる教育訓練機関にも入らなかった者の 8刻までも

が，なんらかの1[;で学習を希望している。 潟校教育が玄

すます大衆化してくる一方では，J~身のせまい思いをし

ながら職業生活にはげむ勤労15二年の動揺もそれだけ大き

いものになってし、くであろう。

「現在では，勤労青年の教育fliUI豆はどうあるべきかと

考えるよりも，現在の教育:I)IJ皮のなかで，勤労I'J"f.をど

う処遇すべきかという1[，皮で議論ずるほうが ('1'日経〕符

あではないかJ0f338. 6月 斎藤社会教育局長)という

発訟がみられるかぎり， r~の勤労青年教予言体系はっくり

えないであろう。わが留の勤労青年教育は「教脊Jとい

うよっ「対抗jのrct'でE見聞してきた。吉年学校が法制{ヒ

されたときのこと，当時の社会教育局長は「青年の自主

役には限!支がありJ 非常にとっびな意見はおさえる必

要がある」と述べている。 7J年に対しては信用で、きない

からつねに統ft，Jj指導を行ない，監視するという青年べっ

視の中で勤労青年の教育姿求を度外視し， 2史上りかつお

粗末きわまりない条件をおしつけることによって後期Iド

等教育の充災を名乗ろうとしている。

このような歪められた勤労青年教育の動きの中から次

第に，教育を7T年たちの要求する方向に実現させようと

いう軍bきもみえはじめてきた。たとえば高三年学級をゴミ質

的に i'l"ij'.自身の手で、運営していこうとする運動がある。

勤労青年教育はこ戸経偏重に方11担ずる7[;で求められるも

のではない。めまぐるしい科学技術の発展，急激な生活

のテンポについてゆくためには，もはや今日においては

お校斜度の学力， ~長長が必要になってきているのであ

る。学校に行きたくとも行けなかった者，まだ自分の能

力を充分に見分けることができないでいる者のために

も，人間性をつちかう教育が望まれよう。このように考

えてくると，今日いわれている勤労青年教育のなんと犯

減なことであろうか。

勤労青年教育は，今後つぎの 2つの視点から充分に検

討され，吟味されなければならない。すなわち第 1に

は，中卒勤労市年に対する全人的発注を成しう;s教育機

関は現状では存夜していないといってよL、。したがって

彼らに対する教育の機会は安易な技術者長成とL、う職業

訓練ではなく，彼らの権利としてあたえられるべきもの

である。第 2に，年少ごi'J"Pの心理的発注を科学的に尖ihE

ずる必要があるということである。なぜなら，今日の教

育の多様化は，人間性の発主を無視した産業界の要誌に

あまりにも接近しすぎていることからいわれしだしたこと

である。一人の人間における社会への適応能力の発)]11エ
あるいは職業選択における能力といったようなものが，

科学的に究明されるまでは，勤労7111干教育の日i傾化は望

むべくもたい。急ぎすぎて，~!j-if.の可能性をつぼみのま

まつみとってしまうようなことは i阪まなければならな

L 、c いま 16歳~18歳のf'í 1f三たちは21W:紀の|止界に活断2す

る人々である。 f日]まくぐぐ、w、るしい技争訴締術~おi百'1 • 釘知ljil殺主の進4歩よが， 人|防間首問1 

にと

され，機械化されてくればくるほど3 それに逃応する能

j]も鉱大されるし，文化という結神生活を?、fむJ%Jにも，

女;明にとり銭されない教青が j~)にされてくるはずであ

る。仁1"卒勤労fj匂Aは，その怠手伝で， まさに今Hと米;jぐに

つらなる教育の問題の11主党端におかれているといえるの

である。
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最近の我国における進学率上昇の

社会経済的背景について

IU 内 A
Zげ
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山人

論文目次

1.問題の所在

立.視点の限定

III. m 1次産業人同減少との関連

N.所得水準との関連

1. 研究の el的並に方法

本稿は近年A急上j=1を示して米ている中・高等教育への

進学E容を社会経済的fTi去の下で考♂察する窓際1を持つもの

である。

進学率の上井とは，何よりも国民各!習が教育を受ける

険会を拡大しつつある事を示し，立っそれへの経済的負

:tlclが家計において7可能となっている所得の上井を伴って

はじめて可能なものである。

もとより国民生活の進歩発渓に伴い，その子弟が教育

機会を拡大する事、は，望ま~l， '}Jl会であるし，民主主義社

会において socialselectionのー制度としての教育は何

I:.~S谷定されるべきではない。しかし蚊近の「進学ブー

ム」が種々の問題をふくんでいる事は，多くの人迷によ

って時論的に指摘されてきた。すなわち， r支払能力を

滋える教育費の家庭経流への圧迫J111~漁村における、あ

ととりキ問題JI学!校長1-，会の一廓の激化Jit~/:lf学校・大

学の'i1の低 FJ等々である。

だがし、わゆる進学会'!¥のすう勢は変らず，ますます弘大

の一途をたどっているのである。

こうした結果を生ぜ、しめた安凶としては，ひとりの人

1l¥1の主綴的動機がきわめて重要である(たとえば子供の

{ITli1IU矧，同親のi3二念，学校鋭，その延長としての社会民

I:':~'がお 11 される〉。しかしそれは，きわめて慾意iねなも

のであり，厳筏な主主味での科学的泌定には耐ええなし、。

木前l土，進学という多様な安閑をお:つ「社会」現象に

次のような議要簡を摂択了Fることによって接近しようと

V.労働市場の変貌と地域移動

VI.考察と問題

VJJ.結び

した。

すなわち， (1)技術革新の結果，産業が高L、知識もつ

労働者を15i裂する。 (2) 所得の I~'J上により「教主むとし

ての教育を要する。(3)学歴別に封鎖された終身援用fl，U
j文，年功序列賃金の存司l九身分・家族制度が機能す

る伝統社会のí~体により，社会階層の維持・上手I機能と

して教育の比mが地方11した'J1-，等々である。一見してわ

かるように，これらは相互に密接な関連性をもっ若手は，

いうまでもない。これらを一括して「臼本社会の産業経

済の発展Jといえない事はないが，それのみでは，無に

等しい。工かし社会現象としての進学が持つ多くの要凶

のうち，産業構造の変化との関連を吟味する事は，きわ

めて長喜さな事である。ヨFゾミ， Manpower Theoryと呼ば

れるものの大部分が，この関係の分析に重点をおいてい

る。

75ケ悶の分析から高等教育ー就告訴E容は，渋茶人口比率と

向し、:設相関 (-0.675)(つまり産業構治の~~: E~林漁業

イヒz 高度化とお相関)がある事を示した，ハーピソン

(Her bison) ，マイヤーズ (Myers)等は，その代表であ

るし，経済成長とのr~J述で，成長分のうちに，労働力の持

つ教育装備の増加分をZ~~出，説明するシュノレツ (Shultz)

もそうであろう。

13本のこの数年の高度成長経済とili/t号、fの上JH土，い

かなる11，1述を持つので、あろうか。

本摘は，まずもって，この成立(構造のtiiiJ[ {とと進午ネ

J:JI の I~J泣!な考察するきjlにした。そのさい作業として

l土，

l
 

l
 

l
 



教 育 学 部 紀要第 14号

(1)進学率を「学校基本調査」の定義に従い，各都道府 (4)問手1125年から35年までは，産業構造の高度化(第 1

県別，男女lJlJに算出する。 次産業就業人口の滅少と第 2次，第3次産業就業人口

(2)産業構法の変化を，産業別就業人口比によって，国 の相対的機加)と進学率の上井程度は，ほぼ対応する。

勢調査，就業構造基本調査より算出する。 (5) 昭和35年から40年までの進学~の i二主j.)立は産業構造

(3)進幹事と第 l次産業就業:人口比率との対応状態を全 の変化よりも急である。

国規模，都道府県規模で考察する。 (6)昭和35年以後の進学率の急 J:::Jlは，特に，後進県と

(4)進学塁手の伸びを求め(s's25年度のそれを 100とした いわれる地域において顕著である。(宮崎・山形・苛

指数を算出〉どの地域において伸びが激しく，叉鈍い 森等〕。

かをみる。 これらをよりくわしくみると，昭和25年において中r手

(5)進学率の伸びにおいて特色ある動きをしている地域 校から高等学校への進学率が50%以上であった東京・長

の産業構造を，第 2次，第3次産業の箇で、吟味する。 野・広島・岡山・京都・大阪などの諸地域(神奈川・愛

(6)進学率と産業構造の医果関連を県民所得の変化から 知が入っていないで、，長野・岡山が入っている〉は，そ

考察する。 の後の進学~の伸びが最も小さく，昭和25年を 100 とす

(7)学卒労働力の県外就職率を求め，その地域の経済的 れば，昭和40王子において， 130~140の指数を示すにすぎ

性洛から進学率を考察する。 なし、。これに対して， 40年において， 25"手対比で80以上

(8')以上から地域の産業構造と進学率との関連を類型化 の伸びを示した諸地域は，三重・新潟・北海道・秋田・

してみる。

という順序で考察し，

その過程で，資料のゆ

るす範劉で他の要素てど

も:考察していく'!i:にし

1~。

2. 結果と考察

以上から得られた結

よ誌は，次のとおりであ

った。

(1)進学率の伸びは，

H待相140年現在におい

て進学率の高い府~!f，

ほと。過去における伸

びが少なく，比較的

低い府県ほど過去の

伸びは妻子しい。

(2)各地域とも昭和35

年から40年までの期

開のやわびが，それ以

前の伸びより著し

L 、。

(3)民主業構造におい

て，先進県といわれ

る諸県(第 l次産業

就業人口の少い際〉

の伸びは， lt絞治安

定的である。

図 1
90 

80 

80 10 60 50 40 30 20 

第 i次産業就業人口上ヒヰ

CI日所 学技法本調子宝報告 25年，30年，351r-， 40{1~同勢調査，就業WtJiJ基本調査 40年度〕
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最近の我閣における進学率上九の社会経済的背景について

福島・埼三五・ M山・石)11.岐阜・静岡・滋賀・お絞・佐 た全国平均在はるかに上回わる地域が鹿児島 (61.39の，

l'iのいわゆる中間地干;?と，熊本と'広崎の後進地がこれに 岩手 (56.09のといったJJttと伸びが同じなのである。

あたるo そしてこれらは大部分昭和25年に進学率30%台 さらに，長野や香川などのように第 l次産業就業人口

で出発し，ほぼ羽生F現在全国平均に逮した諸地域であ が35%以上を占める地域の進学率が，長野 (71.9%)， 

る。 香川 (80.3%)というように，全型平均 (70.6%)より

一方進学率が鈍し、1fわびを示しているのは，東京・大 はるかに上回っており ，!11日・鳥取・大分などのように

i波・鹿児島・京都・岩手・山形・徳島等であって，伸び 第2次産業就業人口が20%に満たぬ地域が，埼玉・静liuJ

fこ関する限り，最先進地域と，最後進地域がとも鈍{とに など第2次産業就業人口が35%を越える地域よりもはる

傾向を示しているのである。 かに高い進学率を示しているのである。ここからわれわ

つまり，昭和40年において，第 1次産業就業人口比が れは，産業構造の高度化と進学率の上昇主いうものが，

10%以下と， 50%以上の諸地域(全国平均24.7%)が， 各地域において，相関するのは，きわめて限られたもの

このグループに鼠しているのである。進学卒において， である事がわかるのである(以上については第 i表なら

米京 (86.8%)，大阪 (78.3%)，神奈川 (80.8%)といっ びに第 1凶参照〉。

表 1 地域翌日進学率とその伸び指数 (出所学校法本i潟支報告〕

中学校進学事 男女計 伸びの指数 25年=1日臼

25 年 30 年 35 年 40 年 25 年 30 年 35 年 40 年

ie E菌 42.5 51.5 57.7 70.6 lOO 121.2 135.8 166.1 

211ヒ 森ィ毎 県1Iむ~~ 36.7 48.2 57.2 66.3 10日 131.3 155.9 180.7 

5τ!EすJ 手
31. 7 42.9 42.9 54.3 1日。 135.3 135.3 171.3 
36.2 40.5 44.3 56.0 lOO 111.9 122.4 154.7 

4 宮城県 41.8 49.8 53.7 64.7 10日 119.1 128.5 154.8 

56 1l3i I!H1F1九Z1 34.0 48.2 51.1 62.5 100 141. 8 150.3 183.8 

7 福次 ffJ5 民主
42.0 44.4 47.2 65.4 10日 105.7 112.4 155.7 
34.3 40.8 47.9 61.8 100 119.0 140.0 180.2 

8 城 県 33.4 41. 7 46.6 59.9 1日。 124.9 139.5 179.3 

11ヨ日1 栃野崎二千 木潟 !県県~" 39.7 43.6 48.4 61.4 100 1自百.8 121.9 154.7 
39.4 48.2 51.2 68.6 1日3 122.3 129.9 174.1 

12E1E 5L1L 
37.5 44.5 51.2 69.宮 1口3 118.7 136.5 186.4 
38.4 49.3 53.6 67.0 100 128.4 139.6 174.5 

13 新神巨

都県LL1宗L 

66.4 71.2 78.1 86.8 100 107.2 117.6 130.7 
14 48.8 59.8 64.9 80.8 100 122.5 133.0 165.6 
15 32.2 41.9 47.5 64.5 100 130.1 147.5 200.3 
16 '!i;i; 39.2 51.3 56.5 75.8 100 130.9 144.1 193.4 

17 干:山iF4え 梨7if i 終
36.2 48.8 52.7 70.3 100 134ω8 145.6 194.2 

18 1&1 ~i' !T，¥ 37.7 44.4 53.0 67.4 10日 117.8 140.6 178.5 
19 W! 9f! tt;'~ 43.4 51.3 61. 3 76.0 100 118.2 141. 2 175.1 
20 監守 F己 53.8 55.6 59.8 71.9 100 1臼3.3 111.2 133.6 

21 自主 J.:i !Iょ 34.5 40.4 49.5 66.8 10日 117.1 143.5 193.6 

22 受HJi 1持1可i 711 38口 50.2 53.6 69.7 1日臼 132.1 141. ]; 183.4 
23 時 41. 9 47.4 57.4 判 2 100 113.1 137.0 177.1 
24 ニ:Ji Ýi~ 31.5 41.0 47.2 66.5 100 130.2 149‘8 211.1 

2265 2京~ 都匁 県府H民寸L 
34.5 45.6 52. 9 65.8 10日 132.2 153.5 190.7 
56.7 62.7 66.1 76.0 100 110.6 116.6 134.0 

227B 共大 阪I.f( 
54.3 61.4 68.6 78.3 100 113.1 126.3 144.2 
42.7 58.8 65.1 74.9 100 137.7 152.5 175.4 

29 奈持必1歌i良l又i 県
47‘日 51. 5 61. 8 75.4 100 108.2 129.8 158.4 

30 +11 f，f)( 11， y;'， 39.7 52.4 58.6 67.5 10日 132日 147‘6 170‘日
31 Xi 11~ v;~ 47.8 55.8 59.5 73.1 10日 116.7 124.5 152.9 
32 込者~ if;~ 34.1 46.8 50.2 64.8 10日 137.2 147.2 190.0 

33 務広悶 ! Lr VI~ 57.1 61.9 65.1 77.7 100 108.4 114.0 136.1 
34 五 u;~ 51.8 61.4 69.5 83.3 100 118.5 134.2 160.8 
35 口 県 49.9 61.3 67.0 77.9 100 122.8 134.3 156.1 
36 ，¥;，} YIし 41. 6 45.8 49.3 65.1 100 110.1 118.5 156.5 

37 愛 1I! J}I¥ 49.6 59.8 66.9 80.3 100 120.6 134.9 161.9 
38 媛!日 42.3 50.5 54.2 67.2 100 119.4 128.1 158百

39 先lLF1A1 36.3 47.2 5:5.5 61.7 100 130.0 147.4 170.0 
40 福 岡 45.3 56.8 64.3 74.8 1日。 125.4 141伺9 165.1 

41 1左 ま的 if~， 35.5 4宮 9 54.9 68. 9 100 140.6 154.6 194.1 
42j災 民l 33.7 42.7 47.3 59.2 100 126.7 140.4 175.7 

43 オ分 J}I ~ 32.7 44.8 48.0 60.6 100 137.。 146.8 185.3 
44 大!¥¥ 46.0 58.4 63.1 73.5 100 127.0 137.2 159.8 

45 胤;守 jiA的J，l;1， 29.5 33.6 5宮 5 57‘4 100 113.9 194.6 
46 Hs Y~!， ，t;~ W.、 41.4 44.0 48.1 61.3 10日 106.3 148.1 

113 -



部 紀要第 14号

に下回っている〉東京・大限・神奈川・兵隊・福岡・京

都・奈良・広お・愛知手であり，いずれも進常率は，高

い地域に属する(ほとんど75%以上〕のであって，所得

水準と進学水準は，このグノレープにあっては，対応する

ので、ある。 30万から35万という隠になると，そこには，

上のグノレープのような規則的パターンが，みられないの

である。すなわち，香川・岡山・山梨・寓山・大分・鳥取

・長!j[fといった諮地域は，全国王子均を所得においては 6

万~8万円下回りながら，進学率においては. 10%前後

の高さをぶしているのである。務川にいたっては，大阪

教育

次に県民所得との関連でみなくてはならなt-"0 その結

果は，次のとおりであった。

(1)進学率の設は各地J1i!< r~jで総少しつつあるが，所得it:

は，格大しつつある。

(2)所得の高い諸地域においては，進学率も高い。

(3)所得の低い地域にいくに従って進学率の高さとの柏

関はくずれる。(図 2参照〕

すなわち，昭和40年をみると，所得におし、て.40.5万

円の全国平均より大きい諸j也域は，府主・千葉・北海ill

を除いて(これらの諸地域の進学率は全国平均をわずか

的
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最近の我悶における進学率上昇の社会経済的背景について

よりも 12万円，兵庫よりもは万円ほど下回る所得水訴さで

ありながら， 80.3%と大阪，兵隊をはるかにしのぐ進学

卒の高さを示しているのである。また，岡山・ ~11梨・ 'ù;

ill • 111 t=1等が兵際・愛知・奈良・福岡をしのいで京都と

並んでし、るのである O 従って所得水準と進学水準が対応

するのは，上層のかぎられた地域でしかなく，大部分の

地Ji!!<で、問者の相関は低い。

さて今「県民所得のおい府県は，工業化の進んだ府県

であり，それが低い府娠は，工業化が相対的に遅れた府

県であるj という:>J]:を前援にして考察してみると，以上

のことから次のような事が指摘できる。すなわち， i産

業構造における工業化の進展は，ある点まで進学卒の

長J似たり得るが，それ以後の進学率の上外は5.11]の刺激

によるものであるJという本である。

少くとも昭和35年以後の進学率は，先進地域におし、て

は，産業機造に規定されるマキシマムを越えたものであ

るといえよう。神奈川の伸び方と愛知・兵庫の進学本と

工業化の度合いは，それを物語っているように思われ

る。この事をもう少し考察する為に，県外就職率の高さ

と進学卒の関係を考えてみた(図省略〉。それはその地

域の労働市場のお給の性格がわかるからである。その結

来，

(1)流入型の地域(県外就職ネがOの地域〕ほど進学本

の1fTlびはコンァ、タントに少しづっ伸びている。

(2)流出型であるほど進学芸名ののびは高い。

という惑がわかった。流出:J.iIJ.であるという事は，その}ili

i或に:fJiJJt学卒労働力を吸収する産業基盤がないという辛

苦どな味しょう。しかるに，その地域において進学率の上

J1伎がはげしいという取は，少くもここ数年の進学率の

上外が，比絞的後進地域(それは，先進地域への労働力

供給地としての意味を持つ)の先進地域への流入者によ

ってもたらされたものであるという事が出来ょう。

それは，後進地域の高卒者が，従来は中卒者をもって

光足していた労働市泌をt!liめたために，先進地域の進学

する附附にi喝さなかった家庭の子弟を進学に駆りたてた

ため，マキシマムが!f;々 に向くなって来たので、はなかろ

うか。結líl命は tti*~ないまでも，以上の結果，進学がかなり

切迫した(ある地域，ある層にとっては強制的〉形をと

って行なわれている事になろう O そのi浪りで、は，我簡に

おし、て現;沿う進行しているいわゆる「進学熱川土了後進地

域における進学率の急上安打によってもたらされたとい

う，逆の形での産業総迭との対応がみられるのである

3. 反省と今後の課罷

論文の考まきは全国にまたがるために，資料的制約が大

きし一応，産業構浴予件，所得一媒介変数，進学率

一従属変数，とし、う基本的視肢を設定しても，こうした

いわばマグ P なアブローチずら充分なされたとはし九、労i

い。産業構造についていえば，第2次序;業は，そのおい

比較生産性の上11の汝に労働力構成比は， J::.丹するとは

限らず，相対的に第 3次庫業は}援用吸収力がおし、ため

に，就業人口比率のみで産業構造の変化を犯える;j，は充

分とはし、えなし、。また，都道府県という行政区画のわく

のなかで，皮業と教育をみるきt~ も i右u約である。

しかしそれでもなおかつ，こうしたアプローチによる

考案ミが右手JJなIjf.は，前述した通りである。今後は，労働

移動の形態，学歴構成の変化等をより詳細に追及するこ

とによって，教育を受ける社会的意味が各地域によって

どうなっており，交に，各家庭の中ではどうなっている

カ込が， しだし汁こ切らかIこさ:hょう。
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アルゴリズムの教授

~エリ，エヌラランダの所説を中心にして~

井 捷

論文良次

持;議

第 i意思考力の形成

~ 1 ソピ、品ト教育‘学における思考研究の欠陥 一一ー恕

考操作の教授一一

も2一般的思考方法の形成

1. ランダにおける思考の基本的性絡

2. 一般的思考方法

山課題解決における知的操作の欠焔

(2) 知的j栄作の一般{とされた体系

(3) 一般的思考方法とアルゴリズム

第 2主主 教授一学習過程の制御

自l ソビエト教育学におけh るサイパネティックスの適

用の 2，3のf7JJ

~2 教授一学湾過程の制御

1. 生徒の知的活動の制御

2. ι救援活動の制御

第 3~~î アノレゴリズムの教授

~ 1 アノレゴザズム的指針

1. 数学的アノレゴリズム

1 問題設定

本論文は， ¥"プノレゴリズムの教綬Jの若干の環論的問

題~，ソビエト心l1Jl学者エリ，=ヌ，ランダ(ロシヤ共

和国教予I科'!if:アカデミア心理学研究所)の所説をや心に

当言語きしたものである。

「アノレゴリズムの教授」とは，簡単にいえばある

クラスに!認するすべての課題の解決の一般的方法

一これは厳慌に順序づけられた操作の系列(指針)-J

をJd、図的，系統的に教反する，ということである。

この論;訟をとりあげた双山は，一つには，それが，思

与す方i];の)[;';1&を [11'内としている， ということからであ

2. アノレゴリズム的指針

~2 プノレゴリズムの教佼の意義

~3 アノレゴリズムのタイプとその構成

1. アノレゴリスムのタイプ

2. 判別のアノレゴリズムの意義

3. 判別のアノレゴリズムの構成

(1) 特徴の論理構造とその表現式

(却 特徴の論JlJl隣迭と判別のアノレゴリズム

械設n教綬のアノレゴリズム

第4浮 「アノレゴリズムの教授Jをめぐるソビエト論理

学者，心理学者の動向

~ 1 アレクセエブ「救援過程分析のアノレプリズム的接

近l土正しいかjに対するラ γ夕、の反批判

~2 ¥"アノレゴリズムの教授」に対するボゴヤプレンス

キーの見解

資料 I アfレゴリズムの救援の方法

資料II アルゴリズムの教授の限界

あとがき

り，他方，現在，ほとんど心理学的方法，社会学的方

法，官学的方法に委ねている教授 学習の研究方法に，

新しく諭玉県学的(数学的〕方法を適用しているというこ

とからである。

この論題については，日本では，駒林邦男氏(岩手大

学〉が，ソビエトでは， ;r.. 9 ，エヌ，ランダが主に研究

している問題である。駒林氏の研究は，ラ γダの研究をど

継泳したものと思われる。従って， rアノレゴリズムの教

授」のE型論的問題を考察する際には，ラ γダの研究にた

ちもどって考祭ずる必要ーがあると忠、われる。従って本論

文では，ランダの消論文を系統的に読み，その内在IYJffifu

J'TI:;'どiG求することにあてた。
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(主主 1) ，~:f，J林氏は仁思考力形成の授業予習のアノレゴワ

スム化 j(明治問 I-~~;) で次のように述べている「こ
の+;で述べられている泣すじは，救援のアノレゴ

リズム化というものです。教援のアノレゴリスム

イヒによって『学調のしかたの"下街』思考jJ形成

の!持iでうたJJネ(1"Jな授業をなしうるだろうとし、うの

が松の予J担、でした。救援がアルゴリズム化され

ることによって，子どもたちはお〔えられた知ぷ

ぞシッカリおぼえこむだけでit.く，て考え)Jのノレ

ーノレ， 1考えブJの有利な戦略Jな身につけるだ

ろうというのです!p，182， 

ランダ(主次のように述べている「おおくの数

字の課題(計算同組合はじめとして，ユーグリ

ッドの!i除法， JJ:f'iIメ;の締法，開予法it.ど)が

アノレゴリズム I'J'Jiこ骨'(i夫しうること l土たしかだが

Jド数学的諜題，たとえば， J也貝['の課}ffi，文j去の

課題などの解決のためのアノレゴワズムを総成で

きないか?これらの教科の課艇のなかからアノレ

ゴリスムFj(JIこ解きうる課題をみつけだし vζ アノレ

ゴリズム品成し，こ

のテンポを速め，女11，織と

にするのではkいかJCU; i!f， -~ft 者) 1サイパネ

ティックスと教育学JC明治凶刀)p，37. 

(一{上 2) ランダの z話ß)( を年代lI~i にならべると，J;J卜のよ
うに d工る(なお，械に{、jしたねーワ CW，(B)， (C) 

，，，)によって今後，その命交をあらわす〉。

lヲ56. I生徒の思考研究の活千の欠陥について」

COBeTCKall rre，l¥arOrHKa (ソビエト敦子f
d芋)N211. ~W 

1959. I課題解決のさいの』官、考活動の一般IYJ)J 

j去を生徒のなかに形ゆとすることにつ L、

てj詰orrpOCblrrCHXOJlOrHH (¥L，J1JIQの"円

nUi齢ぬ3. 一(B)

1961. ，深足自の1"1:l:(I'-Jiij平j犬11'1燥にする fト

の思考活動のお干の欠陥についてj

H3B巴CTH5IaKa，l¥eMHH rre，l¥arOfll'leCKHX 
JlayK pcφCp N2115. -(C) 

1961.合則的 }gl，~^方法の f~j乏とアノレコリズム

の問題JBorrpocbl rrCHXOJlOfllH .f¥ゐ1.

3日沢「サイバネティックスとおcfi''fJ所

以 の)

lヲ62. I教』立のi;:CIの問題への主文学的ふJll!予と

'tt'I綴Jilll，命の適用の，iパみ JBorrpocbl rrcル
xOJlon畑地 2. 邦訳「向上」所収ーくE)

1962. I救援J翠i議1のサイパネティックス作J1i，(近j

即日pOCbl伊J10CO中部 N29. 邦沢 11司
I:J所J[X -(F) 

1963. I教授過程分析へのアルゴリズム的J'('f近

は:正当で jt)るJ Borrpocbl rrCHXOJlOfllH 
N2~ ~β) 

1965. Iアルゴリズムとプ戸グラム学WU
MaTepHaJl在 IV・H Bcepocc日羽CKO註 KO-
HφepeHUHH rro rrporpaMMHpoBaHHoMy 
o6y可eHHlO H rrpHMeHeHHIO TeXHH可e幽

CKHX Cpe，l¥CTB ー鯨

1966. i紋J乏のアノレゴワズムイじj

((IlpOCBellleHHe>> ーベ1)

2 論文の要旨

第 1察思考力の形成

ランダは，ソピエト数字fef:の欠陥を次のように指摘し

た「ソビエト学校の前には，

によって武装させる課題ばかりでなく，彼らに自主的ぷlj

造的に思考することを教え，彼らに知的能力念発注させ

る課題が提示されている。しかし，今

は知識による生徒の武〉広と結びつけられた諸問題に耳、ヰi

されてきたといえる。 思考〔ぇyMaHH巴)の;~出ねの本質の

研究，生徒に忠、考力を形成するfftj慾，生徒の知的能力の

発達にnこなは少ししかr(iJけられなかったJCW p.18):教
(1日]は，生徒に学習!人]谷についての知識を与えることにの

みしばしば技誌、し， ~I:徒にこの内容の倣í'Fの係式につい

ての知識を与えることにわずかしか注立していたい」

((J) p. 24.)。ランダは， このように， 思考版作を重視

している。 ヅj ， ラン夕、は，思考活動の過程j~を「女lli~~ と

行為の統づ C(ム)p. 22， p. 24， (1) p. 478. )とみ，この行

為的側miC思考操作〉が.m':ì~化されないと土日I裁の現尖化

は不可能だ，とみる。従って，行為が現尖化されないと

;政題も解決できない(もちろん，知識がなければ不可能

だが〕。生徒;1が十分知識をもっているにもかかわらず，

ぷ題が解け』ないのは，この行為が形成されていないから

である，という O この理由から， f目、考活動の;/&位におい

て思考操作(知的行:(，:y)な抽象し，その形成に研究を進

めfこ。

ランダが， 円、IIIYJl~~iJFの吸虫!とされた体系(一般的思

考刀法、)!の形成に :{i11したのは幾何の託別問題の解決

の際の人f.!:l'~-ぬれ二倍111刊行為)J を 7ìJ!ブEする過程llであっ

た。議足立解決は‘つの版作からではなく，多くのJ栄作か

らなっている c 課題解決合成功iJilにみちびくためには，

これらの操作はー定の形によってそれ自{4ょ結びつけ‘られ

ねばならないし， ー定の系列によって泌f討されねばなら

ない。5J1jのことばでいえば，知的j~~fFの体系が必要だ。

さらに，あらゆる課題が解決されるためには，操作の休

系が 般イヒされねばならないc このようにして，ランダ

は「知的操作の J 般化された体系(一般的思考方法け

にえ''í l~ L，その教絞実験をnなっt.:o この実験において，

ランダは f知的操作τのー般化された体系(一般的JU潟'方

法)JなjMW]の)約こ定式化し，それを生徒に教Jえすると

いう方法をとっている ((B))。 これは，すでに述べたよ

うに，思考操作(知的行為〉は意識的計雨的に形成され

ねばならないという見地に交関しているからである。さ

らに多 (一般的思考方法 iI土グラスの概念を十jケざAl，

「ア/レゴリズムjの教授に籾:ぷされる c
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L注 1) 記長題解決における思考燥1'1'(知的行為〉の欠目白

'-2次のように分納している。

1.分析 総合操fIの欠焔， 2. 分析…総合操作

の…般化における欠陥 3. 分析ー総合J栄作の

体系性における欠焔，①操作の体系における欠

陥@操作の体系の一般化における欠陥 4.幾

何学的相関ずけの全間的分析の欠陥， 5. ;ITl:r児

の論理構造と思考操作の自覚の欠陥 ((c))

(注 2) ラγダは(1)において次のように指摘している。

「一般的思考方法は 万能な方法をJJ:、I床しな

い。方法の一般性はいつも相対的である。なぜ

ならば，これらの方法によって解決されるとこ

ろの談窓のクラスと結びつけられているからで

会〉るJC傍点医者)p.38. 

Cii 3 ) 1"アノレゴリズムの夜得は思考の一定の一般U(J:Ji
法の習得であるJ((1) p. 482. ) 

第 2主主 教授一学習過程の制御

サイパネティックスは， {一般に〉制御と自己11;IJ御の

過程を研究対象としているのだが，ラソダは，サイノミネ

ティックスの見地から，教授一学官は制御のより一般的

諸ì'i~則の特殊な場合一教授制御ーである，と L、う。

この見地から，教授一学習は， il;lJ街!系としての教仰が

「一定の日的をもったプログラムに従って被制御系とし

ての子供の活動〔心理的活動をも含む〉を調節する i池

利とみなされ三;しかし，一方通行では，子供の活動を

完全に制措1トできなし、。そこで，被制御系(子。ゃからの

ブイード・パックがWi>}とされる(サイパネティックスの

見地はこのフィード・パックに特徴的である〉。

このように貰想理[!fi解ill粁i'!{さオれLtたこ救;綬叉 5ザ学7戸:現;過必山f'

y涼系手宗u となるためにiは土，次のようなプログラムを1~すケたな{けナ上れL 

ばならないO 気第3;ム一iにl亡こ，おd，z内'各の指示，教材自G列の指示

({IiJな教えるかの指示)である。第二に，教授活動の結

果f"Sを交けとるかの指示である。これは，生徒の行為の

プログラムであり ，l[:主主がフミ行できたEければならない。

また，ヨ二五gに形成すべき逃れのプログラムである。第三

に，教反活動(¥，、かに形成すべきか〉それ自身のプログ

ラムである ((F)p. 17)。すでに述べた[アノレゴリズムの

教綬 jは，第二のプログラムに相当し，第三のプログラ

ムに相当するのは「教授のアノレゴリズム」という概念で

ある。

(注 1) 1"心日目 ~J~{j消息l 奴の Îi[(Jlえへのザイパネティッ

クス 0)}.ぷ必のj白)1)の)可能t[::主， Pdえ '子t'l(，lIIlな

も)I.l、宇;むの;ll味においてある的のjlill御， 11:に，

jII~人の心J"[!仔J，iIf!阻害と丹十'1ニ '(1 の形成と発:4の制

御， と1てみたすことができる，ということに

もとイいている )~k1<(-"-1下 1守はイ，f; 0) 11対話11で主ノ
みと L、う.Ji'fl'ilよ， :r~十三 γ:lTjl のiiuJl化、二才0(-]-る;[;11

仰のiliT法!!I]な， ;1;11評11のより ー般的"丹波，!!II円特殊
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/工場合としてみたす根拠を F子える I(伊，)p.16.) 

しか L，げくのようにも指摘Lているのを付記

しておこう。「もちろん，教授 学捜f'IL治はサイ

バネティックスに川されないし， Ihaしえない。

孜育学の江v戎へのサイパネティックスの適IJI?

総関は，サイバネティックスの )l~礎にある抽象

の性絡によって;tll約されている。……教授 学

潟はサイバネティッグスによってのみ出f究でき

ないところの自らの専門的対象，取門的特徴と

法則性を持っているJ((I)p.31.) 

Cil: 2) しかし，数段-~~:;:'-f切なサイパネティックスがj に

みる場合，生徒出生徒系(集団〉が根本的に脱

落していることに注必、せねば JならなL、。

(註:3) ここでランダが基本がJIニ問題としているのは

I";;f生祝」である。参!在¥(A) p.24.， (F) p.30. 

〔注 4) これは近野「教絞のアノレゴリズム化J(1)におい

てはじめて定式化された概念である。参照似)

p.1 2~p.1ラなおこの小fl:Gではこの概念につい

-c ふhなL、。

第 31奪アJl-ゴ1):ズムの教授

すでに述べたように，ランダにおいては，アルゴリズ

ムの救援一学習は1"生徒に形成されるべき過絞」の教

綬学習である (1生徒に形成されるべきi訪ねJが，す
(J) 

ベてアノレゴリズムによって表現されるとはかぎらなしう。

これはどのようにして行なわれるか。一つのJn.tは，す

でに解明されているアルゴリズムを利用するという方法

である(たとえば，数的アノレゴリズム，ユークワッドの

五除法，プj艇式の解決など)0 {I也の方法は， アノレゴリズ

ムを解明，あるいは構成するという方法である 3 後者の

場合，構成の:Jj法が必要である。構成のためには，次の

らない。(山教材のJ6li.f!fHlij治， (2)生徒

の心理学， (3)設)Ojな操fI必，の算定。 l引の分析方法には数

宇的j倫理学が利用され， (2)には，学習心浬学，児童心理

学が利用され， (3)には， '11社長理論が利用される〔構成方
(2) 

訟の具体的な手紙きは，枚数の都合で省略する)

次に問題となるのは，アノレゴリズムの救援ブ'JY.去である o

ランダによれば，アノレゴリズムを「準備された形jで教

授する〔これを否定するわけではないがj ことよりも，

生徒に「発見的に」教える(生徒に力相応の;場合に)こ

との方がより俊わしている，と述べている。

すでに 1アノレゴリズム」を自明のものとして述べて

きたが，教育学に数学的概念としてのアノレゴリズムを導

入する場合，数学の抽象性が問題となる。ランダは，教

育学と心理学において， r-正維な数~f.(内忠、味におけるア

ノレゴリズムをいかに構成するかわかっていなし、Jと述べ

「しかし，若干の特徴(1構成性J1"操作の有限な集合

とiりJI僚な指令1)を持っていないが，一連の本'titr'l向性格

(1行為の被決定性 Ji大ld-性J1結果性J)を持っている
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指針を構成できる」と述べている(これについて詳しい

ことは枚数の都合で省略する〉。 ランダは， このような

指針を fアノレゴワズム的タイプの指針〈アノレゴワズム的

指針 )J と呼んでいる。教育学と心理学において適用さ

れる「アノレゴザズム」とは，このアノレゴリズム的タイプ

の指針(アノレゴリズム的指針〉である。

アノレゴリズムには，二つのタイプがある。変換のアノレ

ゴリズムと半Ij別のアノレゴリズムである。この差異は， I巡

}刊の目的(前者は事物の変換， 後者は草子物の判別)J に

よって区別される ((1)p.107. )。

cit 1 ) ランダはikのように指摘している。 Iアノレゴヲ
ズムとならんで，本米非アノレゴリズム的過程2の
形成が，教授の過祝におい大きな場所を占めて

いるにちがL、なL、。J((的 p.21.) このj晶君dとし

てラ γダは磯率的過程をあげている。さらに，

アルゴリズム的に解決される課題でもアルゴリ

ズムによって解決しない方がより合目的な場合

が為る，とも述べてL、る。

(注 2) 詳しくは(臥倒， (1)合参照。

(注 3) Iアノレゴリズムの教授とアノレゴザズム的過程の

形成は，さまざまな方法によって行なうことが

できる。それらの一つは，準備された形におい

てアノレゴワズムな生徒に与「応えることからはじめ

るこ主である。しかし，との土うなガ法は 9 た

とえ，一連の場令に，時間の節約の目的から合

目的であるとしても，しばしばすぐれたもので

はない。一般的な場合には，照応するアノレゴワ

スムを持ri俄された形においてでなく，自ら自主

的に(もちろん，この課題が生徒に力相応なら

ば)，あるいは教師の助けによって解明するこ

とが，教官的観点からはるかにずっと伽{肢があ

る。J ((1) p.142. ) 
(注 4) しかし， これまで，訂-t¥，、的問ぎから「アノレゴリ

スム」という表現を佼丹iした。今後もこの;t<J凡

な使}司する O しかし，これは数学的立味におい

てではなL、。

〔注 5) I変換のアノレゴリズムJ，1'1'IjJJIJのアノレゴリズム」

については，倒， (1)，駒林éì'i前掲"~}~ど参照。

第 4主義 「アJI.-ゴ1);ズムの教授」をめぐるソビエト

論理学者と心理学者の動向

「アルゴリズムの教授」をめぐって，=ヌ，ゲ，アレ

クセェブ(レーニン名称モスクワ教育大学〉とエ y，= 
(J) 

ヌ，ランダの間に若干の論争が展OHされた。この論争に

は直接関係していないが，この問題に，デ，エヌ，ボゴ

ヤブレンスキー〔ロ、ンヤ共和罰教育科学プカデミア心理

学研究所〉も若二日命及している。これらのl命者の間で，

怠見の相違はみられるが Iアノレゴリズムの教授」の意

義は，両者ともみとめている。

く注 1) エヌ，ゲ，アレクセェフ「教授過続分析のアノレ

ゴリズム的接近は正しいかJBorrpocbI rrCHXO幽

λOfHH 1963 M 3. 
ニ乙リ，エヌ， ヲンダ ~(G) 

ア，ベ，シジェリコアスキー「教授j品11;分析

へのアノレゴリズム1'1守終;出土l!しLづいLI::. 1964. 
N25. 
なお，アレクセエフとランダの治守?をまとめた

ものとして，千;立:よとMiIソピエト心理学日FjピJ
1 ;合参照。

(注 2) デ，エヌ，ボゴヤブレンスキー「思考の発迭の

方法としての生徒の知的活動の手法の;形成と学

習の'fi!t鋭化JBorrpocbl rrCHXOJlOfHH 1962， N24. 
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]11 

はじ め に

この小識は，児章j弱における知的発達のー側面として

の，文法的な言i活発注を問題とするものである。

児童期の言語発述の丞~な問題のひとつは， 1概念J

の発達である。 1概念Jは， Xf:味過程における記号と対

象との照応を説明するための媒介概念であり，言葉に対

象を意味させる implicj.tな力動約媒体であるというこ

とができる。その機能は対象の categolization(共通特

性の抽象〉であり，これにもとづく「意味の一般性Jの

獲得である。この 1)な味の一般性」が概念的思考をなし

得るための必須の条f牛で、あるという観点から「意味の一

般性」の獲得こそ概念発注の中心問題であるとするのが

従来の研究の主要な傾向であった。

日.Wernerは， 言語過程の意味論的側部と統合法的

(効きの側面とを包括する言語観を取り 1概念Jの発達

と，蒜諮過程の媒介的な{!f9Jきとしての統辞的機能の発注

とが，相関関係にあることを見出している。ーここで媒介

的な統計二的機能とは，端的に述べれば，文や文章の文法

的，統合法的儲造化を可能にする主体の implicitな活動

を窓味ずる。 Wernerは，この統辞的機能の発達により文

構造の認知が安定化することを， 1文構造化J(Sentence 

structurization)とし、う認で:表わしている。

この Wernerの考えは，概念の問題を，言諮過程に

関するより広汎な問題官民域の中に{立泣づけるものである

と言えよう。

とは， ~Jj:1誌の連鎖の中に含まれた，ものご

との予期を浮く情報過程としての信号・記号ーから， 4lf象

に対立する完結したシステムとしてものごとを表現する

象徴への発注であると要約することができる。文法は，

弓諮がこのような象徴たりnrる為の装備であろうと考え

られる。 Wernerの次の立葉は，この点を切らかにして

いると考えられる。

G言語表現と表現の対象とのPIAFL;が生じる為には)1表

現における，内包と0/;体の形式とのお合に!fiJう相互的収

政過程が，存在ーせねばならないと考えられる ο そのよう

久

な照FGを確立する為に，言語は一定のモデルを用いる。

イγ ド・ヨーロッパ請においては，事柄を陳述し言語的

に分節化ずる為のモデノレは， human action model特であ

る。事柄の全体は，基本的に主体，行為，対象に分箆1化

される C これらの間の関係が文に写し出され，この文の

中において，対象をになう媒体 vehiclesfor τeferents 

は，行為の結合法を通じて，相互的に濁係づけられるの

である。」

* Werner (土， human action modelの他に，現象採

態 phenomenalappearance モデノレとも言うべき~.

を挙げ，この型に属する言言者としてグリーンランド

語を挙げている。時校誠記氏の述べるお本語文法の

入子型構造形式は，この裂に属するものと考えられ

る。

¥Vernerは， このような基本的モーアノレがあらゆる表現

に適合するように分化発達したものが文法であるとし，

イγ ド・ヨーロヅバ穏における文法の発達に関して若干

の史的2号察きとしている O

しかし，このような文法の機能の飼体発生は，文法規

則の単なる習得とは別個の問題であると考えられる。こ

れは， fli語の習得が概念の形成を意味しないことと同様

である。このような観点から，本論文では以下のような

構成に依って，問題を追求した。

1. 問題の位置づけ

2. 子供の文脈湾1解についての考察

3. Word-context testに関する考察

4. 単諮問E:YUテストの方法と結果の検討

概要

(1) -:=.;-語の階造が， ~-=i諮主体における能動的な統計的，

統合法的な活動を必要とする潔白と，この活動の本質が

言語的パター γの認知活動を，忠、考の分自IT化と機造の付

与の働きに結びつけるものであることを論じた。

Luria， Kendler は，児童の弁別さ戸習の実験によって，
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言語記号の創造的な認知形成作胞を見出した。 Luriaは

この働きを，言語の[調整機能Jと呼んゼいる。 Kendler

はデr-JJU学習における弓話的ラベリングの効裂を調べ，ヂ「ふ

別対象にラベリングをした場合にはそうしない場合より

も，弁別学習が符易になり .1王このラベリングの効果に

は発達的変化があることを示した。即ち，外{ぬなラベリ

ングの強化を必要とする年齢期と，これを必要とせず内

的な自律的な言話的調整陪よって'学習を述成し得るよう

になる年齢期とが存在するのである。この調整機能が，

i-1概念J の発達を促進しその機能を1*1~平するのだと考え

られるが，また，三誌の統合、法的働きも，この機能に，

その発生的起源をもつものであろう。

思考や認知活動は. rJ'l而化された行動であると考える

ことができるが，汚誇活動では，この内的過仰が二TIH生
を持つという点に，その特殊性がある。上述のような

「調書生作用」とは，三諮記号のパターンの受夜に伴う現

↑:l't1とされた感覚運動的j泊料が，他方の;認知的活動に1'1'う

内的体制化のi歯科に対して，一二一わば「乱I~j IH111乍月uを行い，

核を与える[¥¥1係を持つことであると説明される。これと

逆に，認知j品松が，それに関係づけられるべき核を求め

る過税が考えられる。調整機能の自律化はこれによって

説明されるc 言語h過程はこのような和友作用を含んだ力

動的過程であると考えられる。 r概念」はこのが:介;@，f¥?
を代表する名祢であるとも言い得るが， l~.ffãの721味)@i~J

においての「概念jと同様に，文や文章の定詰i!&艇にお

いて，単語より高次の記号パターンと思考とを媒介する

ものが考えられねばならない。統合法的構造化の働きは

この機能をになうものと見倣される。従って統合法的挑

造化は. --TIíîc;之の形式的な統合法的.l'b~;剖とであり. i出1M

思考の統合法的椛造化でなければならなし、

(2) Piagetの「諺の対応づけーテストjによる研究に

依拠して，児玉え言語においては言語の統合法的精造イとが

乏しく，このことがTjf象の三話的限定を不十分にし， 11 

話tfJ'~思考ーや三話コミュユケーションの不企性をJ11 く mrl人i

となることを述べfこc

また，統合法的構造を合んだ彼合iif?の主，"訟を考当きす

ることにより，統合法的f!ii造化の働きと統』干のH，解との

機能的相互依存性について述べた。

(われγernerの Worcl.contex1:(e51の総収の考祭をrl'

心とし，上述のような児!官，の不全:'1'1:.に対する)i!1U;ti}Q 

l'lslについて考ム揺さした。

Wernerは，文脈から引説{されD見交化されたおは文脈

rlτに信;カ通れた21?と3鳴り，そのJA:味の一般性さと欠い，特殊

な contextualな意味を内包するということ，即ち.T
供においてはliJ.言苦は災際上文や匂と/手側であるというすJi:
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災に着目し，文脈的内包に依存しない自律的な概念、の発

注な見る為にVv'ord.contexttestなる災験的研究を行っ

た。この結栄 Wernerは Piagetが「王者の対応づけテス

トJで.mlt¥しずこのと同様の，児童:の特兵な A諮過程を見

LHしている。これを整理すれば次のように述べることが

できょう。(り文中の語と文との米分化。 91]ち，子供は

文中の訟に文全体の意味する複合性を与えてしまう。

(2)文構造に対する無関心。従って子供は容易に文構造ー

を改変して解釈する。(3)これらは，子供における，文

の諸々の Li~t訪の喚起する綴念と文や誌の容観的:色、味との

分化の欠如によるものとえ倣される。 Word.contexttest 

の給米は，この級品iな状態から次第に適応的な志、味的統

合法的な言語機能が成熟して米る)1&1'ιを示しているが，

この過程において，概念の自体化と文総造化の進行と

が，相互に依存し合って，その成熟をささえているので

ある。

これらの車完封切、ら iVernerは， 自i/lt'めな概念.百七日

的概念 Lexicalizedconceptjを， 次のように規定し，

バ話発達の逃紅は，この時l:tJ的概念、の形成の逃ねであろ

うとした。(1)指示的機能と共に，統合濯、的・文法的機

能てと持つ話で、ある o (2)特殊的言語文脈から切り離し得

る請であるつ(3)律令的な対象を納'¥1てお為のよ:tl.伎とし

て多様な ιi諮文脈'1"に泣かれた単語の形態を通じて機能

し得る。

この結論は，概念および統合法的機能の成熟が，文と

文との協調にもとづくのであることを示している。

単語配列テストの方法と結果の検討

(1)自的

ぱらぱらに波べられたよia話をまとめ上げて文脈を作る

というぷE裂を通じて，幾つかの年齢における統合法的機

能の発注の紅)交を見ょうとした。これにより，この機絡

の芥"Ie齢における発注の遅速を見ょうとするのが主たる

けがJである。

また，統治j要問として，共通の認ゑ:な含むJJIjの文脈を，

一つの文脈化の課題に先立って;1*し，これの後続する課

題への};~ヂ与を見ょうとした。上述の古寺宮をに見たような，

児のμIfaJJH鮮のありブjからすれば，児童の能力に比し

てII来泌がff的に1-1'1)¥(1なものである場合iこは， im??がよよら

JLる/;存であると入きえられる O

文の[}'1行による能力の偏りを探ることは，作lこ企閃し

なかったが，課題文の内訴は一応諸積のものを合むよう

にW11í~した。統合jぷ的機能を研究する方法なSLU'，-r- j議紋

としてのJ主主主も， このテストをnうことのけ'iこ含まれて

いる。
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(2) 方法

問題項目は，ヲiH4ljlこ別々の紙片に分ち書きされた単

訟の述なりであり，これから比絞的単純なー偲の文を構

成することが可能である。被験者は，これらの項目毎の

話:[i'fの時点序を，変えることによって一つの文にすること

を要求される。

問題項目は，別記の28与11]である。これら28項目のう

ち，統Hili1l'iには偶数fli:の14l}ifJだけが認され，ヲ:験群に

は全項目が与えられる。

被験者は北海道教育大学中し続分校付属小学校Aの3年か

ら6年までの生徒弁学年80名，計約320名である Q

(3) 結泉の検討とまとめ

(1)テストの亥当性についてーテストの結果得られた

放値が， rrにr=irl品t下jts.統合法的機能を反映しているかど

うか，例えば彼験者のi主成主主好くとか，実験者の紛誘の巧

i:1¥とかに影響されていなし、かどうか，また更に般的

な課題解決能力とのIV，liふについて， zi:験の結果が示す純

問で倹討してみたい。

第 A に， ifq総nn， グノレープf~nの項目順位相関を見る

と，表3に見られる通り， l 、ずれもきわめておい数絞を

fl¥している。これら 8グノレープのテストは，同・の尖験

の独立した8;式nと凡倣すことができる。従ってこれは

テストの再現性を示す数値であると考えることができ

るc 従ってこれは，テスト外の要Ilslよりも，テストザm
I'!休のスコア規定力がおし、ことを示しているとゴ?えられ

る。

もう‘つの指絞として Guttmanの尺1St分析の結果を

見ることができるが，これもかなり高い数値を示してお

り，例人的な逸脱の少ないことを示している。

これらの点から見るに，間後的にではあるが，このテ

ストの結果は，一般的な課題解決能力を示すと弓うより

スベキュレートされた言語的能力を反映しているものと

考えられる。

(2)発注変化について 発達曲線は統;j;I]:(i'r.災級群の

問で殆ど1i1Jーのパターンマピ示しており， 3 il三と 4"Fとの

開で著しい洛*~が;表われている。このパタ炉 γの安定性

が高いものであることは， このパター γが， グノレーブn王子

均のみならず，千年攻口?互に繰返されてし、ることにより示

される。この発述1'1ヲ特徴は.1何人得点の分散によっても

示されている。 3"1と6il二の11¥¥1人分散が中間の 2つの学

年のものよりも大きく，年齢の河端で発達ががli老化され

ていることが示されている。また項目所嬰時間の変動は

年指??と共に小さくなり，千子i白色の進むに従って明日の難易

Lii:が減少することを示しており，やはり 3年と 4orの目立

で明瞭な溶か:が丸られる。与~(FIの灘易差の減少は，多様

な文)派化の課題における能力の共通化を示すと考えられ

これは絶対得点に示された発達特性と軌をーにするもの

であり，統合法的機能の安定化を反映するものであると

考えられる。

(3)統制群と実験群の安全異は，王子j対立に就ては， どの

年齢においても有志の差は出なかった。しかし分散は 6

年を徐いた各O'fc一様に大きくなっており，実験条件が

他人に対して選択的に倒jくであろうことを示唆している

と考えられる。また項目得点に関する主主の検定には，何

ら一般的傾向が見出されなかった。

(4)実験の結果から見て，単語配列テストは ""JC-語的

な統合法的機能の水準を示す指標となると考えられる。

このテストのスコアがどのような条件によってtE右され

るかを見ることにより，構造化の内的メカニスムが追求

されねばならない。おそらしその解明へのひとつの道

は， ili勾j;配列jという基本fJせな変1"1二の上で，実験デザ

インを事m々五 l3i:てて接近するという試みなのであって，

このj1fjfi1H幻11追求される余地があろうと思われる。

主な参考文獄

(1) iiTerner. H.， and Kaplan， B. ; Symbol Formation. 

1963. 

(2) Kendler， T. S Perception and l¥1ediation in 

con-cept learning; J. exper. Psychol.， 1961， 61 

問題項箆

1.カむさいた，はな

2.が，きのう，ざいた，ちっ7こ，はな

3.は，しろい，ゆき

4. は，のように，しろい，ばくちょう，ゆ27

5. (;!、， まるl" ボーノレ

6. (工， iこ，まるい，おっこちた，ボーノレ，あな

7. 土，お Lきい，クジラ

8.は， Iこ，おふきし、，すんでいる，クジラ，うみ

9. ¥土，たかい，テレビ搭

10. に，は，たかい，のぼる，テレピJ芥， りょうきん

11.は，ざむい，ふゆ

12. の， i工，さむい，つめたい，ふゆ，みず

13. は，おいしい，チョコレート

14. (土，カ"立母し、し"， tc.泊、l"、チョコレート

15.は，ながれている，かわ

16. は，の，な，ちかく，ながれている，かわ，まら

17.は，の，ながい，ぞう，はな

18. は，の，から，ながい，ふきでた，みず，ぞう，

はな

19. を，が，はしっている，じどうしゃ，みら
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20.を，が，きゅうに，はしっ

ている，とまった，みち，

じどうしゃ

21.は，よく，わからない.i:s

ずかしい，こと

22.は，よしむずかしい，は

なさなければ，わからない

こと

23.は，よL、，たくさん，たべ

る，おすもうさん，ほど

24. は，よい，たくさん，みて

いて，たベる，きもち，お

すもうさん，ほど

25.は，たくさん，いそがしい，

ある，ひと

26.の，は，たくさん，いそが

しい，ある，しごと，ひと

27. と，に，おくれる，まにあ

わない.30ぷん，じゅぎょ

う

28.の，に，と，に，まにあわ

ない，おくれる，つぎ，パ

ス，じゅぎょう.30ぷん
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表 C.G.5'JilJ通過所要時間後

児童の弓認発達に関する一研究

表:2 E.G.5百IJ通過所要時間

ち 30.6 1 5 24.0 4 

3 1 45.4 1 2 1 30.0 4 25.9 26.3 6 4 

46.6 5 26.6 3 ?2.2 13.0 2 

71. 5 8 62.5 11 53.3 12 35.5 11 11 

6 58.0 7 41. 9 7 31.7 6 32.2 9 7 

7 39‘5 22.5 15‘B 13.6 2 1 

8 55.5 24.3 2 24.4 19.5 5 五

9 105.0 10 60.0 10 46.3 9 28.7 

08.0 11 42.9 8! 39.8 1 8 33.0 

76.0 9 45.0 31. 7 1 8 

117日 141 100.0 114 55.4 

65.0 12 1 58.0 i 11 57.1 

泳測An!inU;:'J:次式によって修 lEした飽， EGについてもh'jじ

T=t/~ヂ
t;測定時間

Zp; IE1o科4の標添{i{f

表 3 学年間・者(，間引 I~llllfi行王将 lWJ

話3予 5 ゴど 4 5 :I! "1 

1 65.5 E 35.6 29.4 22.6 5 

2 63.6 5 40.7 25.7 19.3 4 

5 38.4 2 32.0 27.5 25.5 6 

4 31.0 28.6 18.1 15.7 5 

5 86.6 9 53.4 57.1 40.7 11 

6 73.6 8 38.5 32.0 33.9 10 

7 39.5 5 19.4 15.6 14.3 1 

8 48.8 25.7 24.2 15.6 2 

9 120.0 59.8 49.5 30.9 7 

I 10 95.9 10 44.5 43.6 31.5 8 

11 70.1 7 5C.7 42.5 32.8 9 

12 163.0 13 112.0 75.0 51. 0 13 

13 105.3 11 46.7 52.6 50.8 12 

14 155.8 14 102日 9).6 58恥5 14 

ミ[二均 83.3 49.3 41. 8 33. 6 

表 4 11，¥1人得点総理主偏差後およびC.G.再現性指数
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