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一修士論文発表要旨ー

イギリス産業資本主義段階における

児童労働の実態とその教育学的考察

iえ
(教育史研究

自

序

第 1主主 「児童量労働Jの構造

1.概念規定

2. 検出とその性格

序謀罷と方法

本論における課題はイギリス産業資本主義段階におい

て全社会的規模において現出した「児支労働Jをその生

成，発展， r消滅」においてとらえることによって，従

来の工場法(とその教育条項)に対する評価を蒋検討する

ことによって，工場法の成立過殺の中でいわゆる「生産

的労働と教育との結合Jの思想がどのような形において

反政され，またマノレタスが自らの「結合」についての本

来的なあり方を展開しつつ，あのー速の工場法を宵定的

に喜平{濁したことをわれわれがどのように理解すべきか，

~明らかにすること，である。その際の研究方法として

は，①「児童量労働Jを経済学的分析によってその概念，

実体を綴定し，工場法の適用対象を厳密に特定すること

によって工場法の性格を明らかにする。かっそのことに

よって工場法をめぐる階級関係を切らかにし，いわゆる

「結合Jがし、かなる階級的立場から要求されたものであ

るか，を探ることができるものと考えるo

第 1章 「兇重労働Jの構造

1.概念規定

われわれが解明すべき対象としている「児童労働Jは，

田 晃

次

3. 成立史

第2主主 「児主主労働jと「教育」との絡会過程

第3窓 「児愛労働Jと「教育jとの分離過穏

第4主主結 論

当時のイギリス社会に.sられたさまざまな働く児震と区

別した，資本主義発展の諸段階に基本的に対応した形で

出現するところの限定された「児蜜労働jである。すな

わちイギザス産業革命は，まず綿織物工業を中心として

展開するが，その展開はその産業のそれ以前の存立形態

であるところの独立織布工震の没落を必然的な結果とし

てもたらすが，しかしその没落の過程はその前近代的性

格のゆえにきわめて緩慢に，しかも「悲惨jな家族労働

の破壊をもたらしつつ進行するのであり，したがって児

童は「家計補充Jとして大量にいわゆる「児童童労働」と

して産業革命期における線織物工場に受場ずることにな

るわけである。したがってまたこの「児童労働」は独立

織布工の完全な没落とともに…ーそれは同時にかれらの

近代的成人ブ。ロレタリアート化の完成でもある一一一大工

場から姿を消してL、く逮命をもったものである限りにお

いてきわめて特殊的，一時的現象として現象ずるのであ

る。もちろん当時の社会においてはかかる「児童労働J

の他にもさまざまな働く児童が存在していたのである

が，それらについては一応分析の対象外とした。∞

2. 検 出

何らかの必然性によって出現してくる「児童労働Jは

イギリス 19世紀初期の機械制大工業化しつつある線工

場の中に見ることができる。すなわち「当時の綿工場労

働者と一括総称される労働者群の中から，次の 4つの異
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なった範騰を検出することができる。∞

a.第1範嶋 監督労働者(成人男子)，平均25シリング

の賃金を所得

b. ミューノレ紡績工を典型とする熟練成人労

働者，平均25シリ γグ所得

機械的熟練労働者，平均 20シリング所得

d.第4範鴎不熟練労働者

心成人男女(女が主体):不熟練労働者，平均 10シ

P:/グ所得

d2• 糸つなぎ工，清掃工~典型とする年少・児童労

働者，平均 3シリング(工場労働者の 4割を占

める)

われわれは，常識的な児働労働と竣別して近代的大工

場制度の中に構造的に存夜していたこの年少，児童量労働

者をあえて 1 Jつきで表現した。〈めこののに属する

「児童量労働j こそわれわれが研究しようとしている対象

なのである。 1当時の綿工場における労働関係の最も悲

惨な菌は児笈労働者をめぐって集中的に現象したJ(4) の

であり，それゆえ「線工場労働者の『悲惨』を工場にお

ける労働者一般の問題としている限りでは， Ir悲惨』の

核心を具体的に把握しえないjであろう。それではその

「悲惨」の核心とはどのようなものであったろうか。

「悲惨」の核心とも言うべき第1は間援雇用制度であ

る。 11833年当特の綿工場における年少労働者の中で，

直接工場主に麗われていた者は48%にすぎず，その 50%

は職工(先に分析した a，b， cに属する労働者)によっ

て康用され，職工から賃金を支払われていたj。 中には

ミューノレ紡績工場のように児童労働者のほぼ 88%まで

がかかる機工によって藤われていた。 このことは 1816

年の時点で、はなお自分の親によって濯われていた子供が

多かったことからして，きわめて特徴的なことであり，

しかもこの雇用制度は 19世紀初年にいたっても党ら

れ，また 90年代になると，単に紡綴業だけでなく，製

鉄，鉱山，造船などの分野に広く根を張っていくのであ

るo

もちろん当時の労働児愛の「悲惨」は工場主の箆接的

濯用によってももたらされたが，この間接雇用制度こそ，

すなわち a，b， cに属する労働者(熟練成人労働者)と婦

人，児童量労働者との潤にみられた麗用関係によって当時

の「児童労働」の「悲惨jは倍加されたのである。

まず第1に，監督，熟練成人労働者は国定日賃金ない

しは遡賃金によって児童年少者を雇用し，自らは出来高

賃金によって経営主に麗用されるという賃金支払形態を

問題にしなければならない。かかる形態は，言うまでも

なく児童量を極度の低賃金で長持間働かせれば働かすほど

職工の取り分が多くなるという仕組を内容としていたの

である。事実当特の熟練労働者の相対的高賃金はかかる

事情によってもたらされたのである。

第2に，第 1のことから必徐的に生ずる熟練労働者の

児童労働者に対する虐待，差別である。熟練労働者の相

対的高賃金が児童量労働に対する彼ら自身による過酷な搾

取によって支えられている限り，そこには一定の身分的

強制条件が必要となってくる。彼らは「雇用，解雇」お

よび「労働時間，休態時間」についての資任を負わされ

ていたが故に 1虐待の蕊接的下手人は主として監督労

働者や成人労働者たち，総じてさきに検出した第 1，第

2の範犠の労働者たちであった」のである。

さらに第3に，直接的に「悲惨」の内容を玉沢すもので

はないが，熟練労働者と児議労働者との利害関係の矛盾，

対立を必然ならしめた要因として，熟練労働者たちが自

らの労働条件を維持し，改善するための戦術として自分

たちの綴業分野への(児童)労働力供給を制限するJとい

う児童労働者に他する差別，排制性である。この事情は，

当時の熟練労働者によって組織された紡績工組合の排他

的体質をも形成することになる。

3. 成立史一一「よそ者の子どもたち」から「自

自な児童」へ

工場制度以前のイギリス締工業の主婆な経営形態は独

立織布工であった。(この中に将来近代的大工場へ吸収さ

れていく「自由な児主主」が人間的には死んだも同然な状

態、で生きていた。(6))

一方，イギリス綿工業では，とくに 1785年以後，ウ

ォータープレイム機を技術的基礎とするいわゆるア-!/

ライト工場が愛場し，まさに安価で、単純な大量の労働力

を必要としたが，その調達は単に山間部という地理的条

件にではなく社会的，経済的条件としての昔話約があった。

この制約こそ児童量労働を必然化ならしめるところの独立

織布工を典型とする群小家内工業，小規模マニュファタ

チュア経営の分解，没落の未成熟であった。この制約の

資本的解決として登場してくるのが「よそものの子ども

たち」口教区徒弟であった。かれらは救貧院，労役場か

ら大量に「はき出されるようにして」工場へとひっぱっ

ていかれた。

19世紀に入ると，蒸気力と工場とが結合して本格的な

機械制大工業の急速な発幾は，独立織布工の経済的基礎

を徐々にではあるが着実に掘りくずしていった。かれら

の濃厚な封建的小商品生産的性格，伝来のそF工的熟練に

対する絶対的依存性は，主体的要因として彼らの没落の

進行にブレーキをかけたが，ここに彼らの「不空宇」があ
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った。彼らの窮乏化は日増しにはげしくなっていった。

かくしてこの矛盾の彼らによる解決が，自分の子どもを

工場に出すことによってなされた。こうして近代的大工

場に重量場してきたのが最初の近代的7'1"レタリアートと

しての「自由な児童量jであり，そして先に検出したむ，

すなわち「児童量労働Jに他ならなかった。児童労働の必

然伎は以上の遜りであるが，なおわれわれの関心からし

て，次の点をつけ加えておきたい。すなわち，以上の過

稼の中で，子どもたちが工場労働に従事することに対す

る大人(親)の態度の変化である。独立織布工にとっては

自分の子どもを教育する最上の場所は自分の家庭，職場

であり，そして彼らから見れば工場は監獄であり，子ど

もを工場に出すことは全く不名誉なことで、あった。だが

かかる態度は，かれらが自分の子どもセ養っていける間

のみ可能であった。しかしひたひたとおしょせる機械制

大工場の波は，いよいよもって彼らの家計を議長壊し，家

族の分解はもはや彼らにとってどうすることもできない

問題として院の前に追ってきた。そのときはじめて「か

つて手織布工属がもっていた工場労働への本能的な反発

も，厳しい現実の必要によって克服されていく」のであ

る。

く注〉
(1) 柳久雄氏は『生活と労働の教資思怒~ (1962，お茶の水害警房)の中で

資本主義社会における児童童労働の必然性合①資本の有機的構成の高

度化→天仰な労働力→婦人，児童童労働②工場昔話j皮下おける機械化→

単純労働→婦人，児童童労働に求めているが，これは紛らかに機械論

である。 r児議労働Jはf去に詳論するように賎業資本主義の確立期

において，前近代的小商品生産主経営形態の分解逃程の特殊性および

それにもとづく産業資本の家族労働の麟緩の必然的結栄という.lii:味

では， r必然性Jを有するが，柳氏の論殺では婦人，児童震労働はそ

の後の資本主義発援とともにますます増大しなければならないので

ある。

(2) 戸毒事秀夫『イギリスヱ場法成立史論~ (響秋社， 1966) p. 160 
(3) このような分類は，マノレタスによってもすでになされている。すな

わちマルクスl土『資本論』第 1巻 440ページにおいて，労働者鮮を

3つに分類してL必。①「遊具機について働いている労働者」③機....... . 
械労働者の単なる乎つだい〔ほとんどすべて児童露)J傍点一武問)①

「機械袋授の殿視とその常持の修理とに従事するJ一一参考文献，

徳永議良『イギ y ス資労働史の研究~ (法政大学出版局， 1967) p.6 

(4) 戸場秀夫，獄持議 p.148 

(5) かかる当i持の労働者階級における熟練労働者と「児重量労働者jとの

支需[;，従属関係，搾取関係，排他性の事実は，われわれが第2重量で
展開する工場法に対するま手術に対してが!定的な要閣となる。柳氏の

ように単純に工場法を労働者階級の緩和jのための関手の結果として

詳細できないことは言うまでもないであろう。また，小)11太郎氏は

『教育と陶J古の理論~ (明rf-顕著書， 1964) p. 277の中で， r総合J
の今日的諜』認の Iっとして労働総合との接触，結合をあげているが

上の分析は、この見解に対Llつの教訓になるのではないか。

(6) エ yグノレス『イギヲスにおける労働階級の状態~ (新潮社版， p.29) 

第 2輩 f児童労働Jと「教育Jとの結合

過程一一一工場法評価の再検討

(華客約という制約上，修士論文の単なる要約ではなく，

われわれにとってとくに重要な論点に限定して展開せざ

るをえなし、)

まず工場法の成立過程を概略してみよう。工場法は一

応 1802年法をもって始まるとされているが，それが工

場法としての固有なる原刻(①児主主労働時間の規制，@教

育条項，①監督制度)を具備していたという点で樹期的な

ものであったが，しかし持代はすでに「よそ者の子ども

たち」から「自由な児叢jへの移行期に当り，本法が

「よそ者の子どもたちJのみを対象としていたという点

で霊堂大な限界をもっていた。つぎに 1833年法は教育条

項の最も充実したものとしてこれまで教育研究者にとっ

て大きな関心が払われてきた。ω

さて本法をめぐ、ってさまざまな政治的，経済的立場か

らの態度が表面にあらわれてきた。われわれにとって重

要なのは，熟練労働者が本法に対してきわめて強い不満

を表現したことである。 Iそれは成人労働者の労働時間

延長の可能性をはらんでいたばかりでなく，一面では自

分たち(が震う一一武沼)子どもからの労働収入を減少さ

せ，他国では彼ら自身の藤周すべき児蜜労働者数を増加

させ，そのために賃金支払い負担が増加する危倶すら感

じさせるものがあったJ。 本法に対して大工場と多くの

中小工場主との問に明確な対立が見られるがその傾向は

1844年以降顕著になっていく。 1844年法はその教育条

項がいわゆる half-timesystem (半労半学制度)を普及さ

せたという意味で注目される。と問時にとくに教育条項

をめぐって大工場主とそれ以外の工場主との掬の対立は

深まっていくが，それはし、かなる事情によるものであろ

うか。

ふたたび近代的大工場の急速な進肢と独立織布工の没

落傾向のその後の推移に訪を転じてみると， 19 t往来日中期

以後，工場法で言えば 1844年法成立の前後より，かれ

ら独立織布工の没落はほぼ決定的となった。かれらは自

分たちの「腕jに見切りをつけ，ょうやく重い線をもた

げて I近代的プP レタリアートJとして大量に自分の

子どもが働いている工場へ低賃金で麗われていった。

大工場では彼らを受け入れる準備が完了していた。だが

中小工場ではそれは不可能であった。依然として超安価

な長時間労働に耐えうる児童労働に頼らざるをえなかっ

た。ところが工場法はこれら多くの工場経営者に対し，

児童労働「保護jを強制したのである。工場法の室主替条

項はこれらの中小工場主に対してとくにその完全実施を

迫った。教育条項もまた向様であった。したがって大多

数の中小工場主にとって児支労働は安くてかつ高いもの

となったのである。初期工場法の成立は庁主導産業』に

おける主導資本の発展の軌道上の進行に拍車をかけるべ
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くj推進させられたのであり， I初期工場法をもって自

由主義的政策体系に対する否定的な異質物として把握す

ることなく，むしろ自由主義的政策体系の「一分i妓j と

してそれを補完する特殊な立法として把援すべきであ

る。工場法は「実は資本の築中・集積，資本側生産量の法

則の主主徽をむしろ促進さぜる~家的強制に他ならなJ(2)

かったのである。

とはいえ，本来大工場主のイニシヤティヴによって成

立した工場法私労働者階級とくに児支労働に対し，一

定のに恩恵J~どもたらした。第 1 に労働時間の短縮によ

る「自由時間」の増大である。第2に典芸立的には半労半

学制度にみられるような児愛労働に初歩教育を結合させ

る教育制度の成立である。この希u度はいわゆる「生産的

労働と教育との結合の最も典型的な資本主義的形態であ

るが，マルクスは，この教育条項ならびに半労半学制度

のもつきわめて限定つきの教脊的意味を認めるととも

に，その中に彼の教育論であるところの，本来の社会に

おいては児童は生産的労働者でなければならず，その場

合，教育(知育，体育，技術教育)は生産的労働と結合され

ねばならない，という見解が，資本主義の発渓の中に可

能性として存在することが証明された，と述べている。現

実に教育条項の突施，半労半学制度の成立によって，当

時の児童労働者がどのような貿の教育を受けるようにな

ったかについては，改めてきうまでもないことであるが。

く注〉
(1) 1802年と 1833年法の照に， R，Owenが議会を通じて後極的にそ

の成立を婆求した 1815年法がある。工場法を穣極約に推進L，あ

るいは脅主主的に評倒する点'，"CI主一致していても，その意図するとこ

ろは，その綾進J雪，評価する者の社会経済的あるし、は政治的立場に

よって全く奨なる。のちにのべるように，工場法の推進のイニUヤ

デイグをとったのは，liP.iかに主導資本によるもの切ではあるが，

R， Owen I土彼らと問じ立場からこれに対する推進者になったのか

どうかは，改めて彼の全思怨機溶の解切を遜して明らかにされる必

婆がある。マルクスがこれを積極的に評価したのも，少なくとも，工

場法をミ労{勤務総級の機事Ijの闘争の成主義ミとして認めたとい号点に

あるのではなく，工場法(とくにその教育条項〉が溺浮としてもっ

ている原理上の進歩性を認めたという点にあるのではないか。主導

紫本とは奥なった R，Owenの工場法運動に参加していくその背後

にある忠、怒的進歩性こそ，マルクスが R，Owenから学びとったも

のなのではなし、か。

C 2) f宝塚秀夫，前掲議 pp.351-352

第 3章 「現重労働Jと教育との分離過程

1847年の「新しい工業時代の夜明けJ(!)(ェ γゲノレス)以

降，これまで主として線工業において展開されてきた近

代的工場制度は他の多くの産業部門に拡大していく。と

同時にすでに指摘した通り，線工場においては完全に没

落した独立織布工が近代的プロレタリアとして工場の中

で次第に比率を高め，したがって「児童労働」は大工場

から「追い出されてj行く。

われわれはここに「児愛労働」の一定の分解現象を見

る。すなわちそのある部分は父親が近代的プロレタリア

として低賃金ではあるが，喜美子を養っていくぎりぎりの

賃金を受けとっていくにつれてもはや家計檎充として児

童労働が不要となり，家庭へ戻っていく部分である。彼

らはやがて労働と分離されて，公教育昔話j度の中へ組込ま

れてし、く。他の部分は「未だ法によって規制されていな

い産業部門に隠れ家」を求め，もっとも過激な条件のも

とで労働市場の最下層に沈澱していく部分である。

一方工場制度の拡大は工場法の拡大を伴う。だが工場

法の拡大化(鉱大法は 1864年以来)はそのまま実質的内

容を伴った拡大とみることができるだろうか。すでに指

摘したように，大工場においては成人労働者が児童労働

者にとって代わりつつあり，したがってそこにおいては

工場法は，そしてその教育条項は次第に f空洞化jしつ

つあったのである。あたかもそれは「よそものの子ども

たちjが姿を消しつつあった時にかれらの「保護」を目

的として成立した 1802年法の問題と同じ問題を帯びて

いた。他方新たな拡大によってその適用を受けるように

なった零細企業(事業所，作業所)等では大工場から追い

散らされてきた児童のたまり場となり，したがってここ

でも工場法は完全に「空洞jそのものであった。いずれ

にしてもこのことから結論づけられることは，工場法の

拡張化はそのまま工場法の「空洞化」に他ならないので

あって，決して教育条項の拡大化や児愛労働保護の全社

会的炭関とJi!.ることはできないし，またその拡大を，労

働者階級の要求の実現化の過程とJi!.ることもできないの

である。(2)

〈j主〉

(1) エYグノレス， 蘭鋳童書 p.12
(2) rヱ場法拡張にかんする法律JI土， 1864， 1867年に出されるが，ク

ラップはこの点につL、て， rある特定の工業部門を規制するための

み例畠の瀦涼漢であったものが，すべてのヱ業ならびに営業活動を

規制する原液になったJ.rcこうして〉工業ならびに乎工業に緩用さ

れる児擦の就学を義務とすることもまた，一般的なものとな合たJ，・......• 
「それらの法律は，社会的生産の全体を法的に規制jすることに肉つ

ての，およびそれとともにまた成長中の労働者の後代の章受小般の教

育および陶冶を法的に規制することに肉つての沙定的な一歩をふみ

出した」と評絡している cwマルクス主義の教育忍!:U(1961訳，お

茶の水著書務， pp. 223-4)が.われわれの分析からすれば，ブラッ

クのとらえ方には疑!習をもたさ・るをえない。公教育制度は篠かに工

場法の発展の過程心中で，ヱ場法に託されていた 2つの認のうち，

一面を，つまりブルジヨア約側障を発展させたものである。しかし

ながら，もう 1つの倒産乱すなわちR.Owenによって提起され，

マルクスに受けつがれていった進歩的側磁の発皮ーは，この公教育制

度の援問の中にJiI.ることはできないのである。もちろんその後のブ

ルジヨア公教育制度の中にも部分的にではあるが進歩約磁を認める

にしても，それを R.Owen， Marxによって展関，発渓された教

育思想、の発燦と見ることはできなL、クループスカヤは『底民教育

と民主主義J(1917，国民文隊 p.9)において次のよラに述ベてL、

るがきわめて教説的であるo rしかし 18殻紀の人々によって唱えら
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れた知的発逮と内律的発途とを総合し，学滋主宰渡的労働とを結合

する考えと，この方向で行なわれたかれらの試みは，まもなく止、れ

さられてしまった。 19i!!:紀の第 4.4半期までは資本が労働者の創

意，理解力，知識，巧妙さを必著書としない単純な，熟練を婆しない

労働を主として求めていたために，国民のために，全衛的な教育を

婆求L，広い知的発達と多額多様な肉体労働に対する教育との結合

を築縫とする民主主義者の声は，荒野によばれるものの声となって

しまった。なるほど闘員学校数は増加したが，それは詰め込み学校

であり，そこでは肉俸労働はすべて疎外され，ただ読み，議き，算

のみが教えられ，命令を遂行するおとなしい労働者を予言てあげるこ

とが主娘となっていた」。

第 4撃結 論

化は避けられない。そういうものとして，児主主の生産

的労働との資本主義的結合は，つねに潜在的にあるい

は顕在的に存在すること。

3. イギリス産業資本主義段階においてl'児童労働」

の経済的，社会的，肉体的，精神的「状態」は単に資

本主義生産の一般的な帰結として把えることは正しく

なく，その特殊な構造こそが問題とされねばならない

こと。

4. 工場法の成立についても，単純な労働者階級の権利

の関争の成巣としては抱えることはできない。むしろ

主導資本のイニシヤティヴが強力に作用していたこと

1. イギリス産業資本主義務立婦における「児童労働J が重要である。

の生成は，産業資本の煎近代的経営形態の崩壊とその しかしその工場法の成立過程にはいくつかの理念

崩壊の特殊的性格によって惹起される家族の崩壊に求 が伺時に託されていたが，その最も進歩的な側面は

められるべきであって，決して資本主義生産の一般的 R. Owenによってもたらされ，それは後の Marxの

な法則から直接，機械的に導かれるものではない。 工場法評価に決定的要因を与えたこと。

2. 資本主義社会における「児童労働」の本質は「家計 5. 19批紀後半に受り，工場法の拡張化が股関される

補充」であって，したがって，資本主義が質金を絶え が，それを特殊原理の一般化と見ることはできない。

ず労働力の価値(それは家族の扶重量分を当然にも含む) またその拡張化をその後の公教育制度の展開と結びつ

以下に引きさげる必然伎を有するかぎり家族の崩壊， けることはできないこと。

すなわち家計補充としての婦人，児童の生産的労働者
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関彩成の視点から一一

潤 共二 玲

論文構成

第意婦人労働擦と集団保育の思想

第 l章民間保脊研究運動の展開

第2章話しあい保育の人間形成

く問題設定〉

「幼稚問教育婆領jに典型化された今日の支配的な保

育観に対して，国民教育運動の一環として，集問主義保

育を篠立することは緊急課題である。第lにこれまでの

保育理論t主主に心理学的な方法によって形成されてき

た。それまで支配的であった観念的な保育に対して，そ

れは爽設科学的であるが，しかし，ともすると発達段階

追随，方法主義や技術主義の傾向をはらんでいた。一方

そのような人間の内的条件との相関で控室史的，社会的環

境に人間を位置づけて，理想とする人筒形成を社会過程

において実現しようとする，いわば保育を教育学の領域

においてその理論の確立を目ざすという課題が必要害とさ

れてくる。

第2に保育行政による家庭保育の強調とその絶対化が

非科学的に流布されている今日的状況下では，集団によ

る保育の意義や有効性が思想的にも実証的(実践的)にも

明示される必要がある。

第3に，先の「婆領」にみられるような一般的「集団

保育jにおいては，集団と個人が対霞せられ，個人中心

による集団の手段化の傾向がみられる。集団主義保脊に

おいては集団と個人の殉方の統一的発援によって諸能力

の全面発達を突現しようという課題をもっているのであ

る。

以上のような課題を担う集団主義保育は，日本におい

てまだ混とんとした状態にあって悶民の婆求に十分応じ

られてはいない。

集団主義保育思想の探究や保育実践の理論化が非常に

遅れていると言わざるを得ない。

第3主主 集団主義保育の新たな発展

第4主主 保育における労働の意義

以上のような状況をふまえて本論では， 1950年以後に

おける日本の集団主義的保育(認しあい保育ーったえあ

い保育)を検討することを通じて人間形成の日擦が幼児

期においていかに実現されたかを究めたい。ひいてはa
本における集団主義保育理論の確立をめざして一つの試

みを行いたいと恩Lう。

ここでは修論の中の了度中間部分の第 1，第3章の抜

すいをのぜることにした。

(1) 話しあい保育の成立と人間形成

1950年代の中頃から実践されていた話しあい保育と

呼ばれる集団保育の実践は，アメワカ教育使節団の「報

告議」に集約的に示されている「民主的」な教育綴が戦

後日本の荒廃した社会や閤民意識との間に断絶を露主乏し

ていたなかで、新しい保育として生み出された。新教育は

日本資本主義の体制的矛}震とはかかわりなくアメザカ γ

デモグラシーによる教育を日本に再現する試みであり，

この傾向は保育の領域にも影欝を与えたのである。昭和

23年 (1948年)に文部省から幼児教育の手引として「保

育要領Jが提示された。ここにおける保育観をみると，

「子どもの現実生活を通路」とするとされている。しか

し子どもの置かれている家庭環境や地域の実情，またそ

れと密接に結びついた社会全体の現実やその問題性を深

く究明した上での保育ではない。るくまでもその出発点

は子どもの現実生活にかかわらない「興味や要求Jにす

ぎないものであった。であるから「幼児の成長発達に郎

してjという保育観もその科学伎の一方で体制迎合や穏

没のイデオロギーに総みする危険性さえはらんでいた。

いわゆるこうした児童中心主義の保育に対して畑谷光代
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たちがとりくんだ話しあい保育の視点には次のようなこ

とが寅かれていた。

第1に父母との結合を通じて彼らの生活主主織や要求を

理解し，経済的要求を文化的姿求へと質的な変革をはか

っていく。

第2には，問題児指導をこれまでの l対 1のケースワ

ーク的に解決する表皮的方法に代って，集団の人間関係

を通しての集団の質の変化が偶人の人筒形成となるよう

な保育を行う。この話しあい保管の実践は，生活綴方教

育運動の復興と間待期にあたり，教育の姿勢が話しあい

保育に大きく影饗を与えたものである。つまり，綴方を

霊祭く過穏で一人一人が自己を解放し現実におかれている

立場をお互いに認識しあうことで集団の中で自由で真実

な人間関係を樹立しようという，この方向に学んだので

あった。そして，綴方を書けない幼児に「言言葉Jを通し

てリアノレな生活認識と築図的意識を育てあげようとする

試みであった。

またこれは劣惑な保育環境によって、口だけはタダ、

とぎわれたように必然的にとられた保育の方法であった

わけである。「とにかく，型破りの保脊技術が求められ，

否応なしに自分たちの持ちあわせの保育技術を再検討す

る機会ともなりました。この再検討の過程でことばの威

力を改めて感じとりました」と畑谷が話しあい保育につ

いて述べているのである。

お諮っくりの実践から始まって，これを単に言語指導

や表現能力の指導だけでなく保育全般の領域に広げ，そ

のねらいとしては. Iあくまでも同じ生活の葱殺に立っ

て保育者も幼児も自分の感じていること考えているこ

と，知っていることを出しあうのです。そして，一つの

テーマについて築関思考の場をつくり，お互いの感情念

高め認識を掘り下げることJ(綿谷光代「ったえあい保育

の誕生J)にあるという。

東北で綴方教郎との共同研究を重ねた岸和子は保問研

(1953年復活，保育問題研究会のこと)会員として話しあ

い保育を実践しているが.1957年段階でその報告を f幼

児時代」にまとめている。ここにおいては教師の教育に

対する高い情熱や正しい児童綴が幼児の成長発達にこれ

程大きな役割を担っているものなのかという感嘆を発せ

ざるなえない。

くケイコちゃんなんかいねほし刈、〉はその数多くの実

践のうちの一つである。

それは難聴のため競技の説明も理解できない上に競争

意識もなく，前の人のやった通りを真似てゆっとり走る

というケイコの存在で，いつも競争に負けるグループの

男子が突然. Iおもしぐねえ-Jといい出し，何故から

問えば Iだっておらほうケイコちゃんいつからいつも

負けんだ。ケイコちゃんなんかし、ねほうい jとL、ぃ出

した。これに同調した子が「ヶイコちゃんなんかべつの

組にいけばL、し、んだなし、Jと奮い出した。教部はこの子

どもたちの態度に怒りを感じ，次のような認しあいを展

開していく。

教師「みんな娠をつぶって，私がここにきれいな花をも

っているのO みんな今から，限がJiI.えない人になった

のだから。だめよ，日良を開けでは。これからおじいさ

ん，おばあさんになるまで阪が見えないとしたらどう

するJ

子ども I~、ゃだ，なんにもみらんにえものJ

教部「じゃこんどは王手よ。王干に指をぎゅうと入れてごら

んO 指を入れても少し聞えるね。私がおもしろい話を

してもきこえなかったらどうだろう。(中略)ヶイコち

ゃんオシみたいだからあそばねって遊んで、やらなかっ

たら，どうなったでしょうj

純一「ヤッパリケイコチャンイタホウ， イインダネJ.
fワカンナイトキハ， ヨックオシエレパワカノレカラ，

ミンナデオシエテヤレバイイノJ.Iケイコチャンのズ

ガ，ウントキレイダヨ」

教師「私もケイコちゃんにかけっこどうするかよくおし

えてやらなかったからいけなかったのねJ

この話しあいをみると，教師の発想、が中心に働いてい

るが，そして，話しあいのみで子どもたちの認識がどの

程度まで変革できたから明らかではないが，ケイコちゃ

んを{中間として考える意識形成には一応成功している。

難聴の子を突き落すかわりにみんなで、いたわり，引き上

げていくような入院平等と愛と信頼に基づく仲間意識の

形成は新しい保脊線一集団主義保育の精神をあらわして

いるといえる。こうした綴方的教育法としての話しあい

保育が単に話しあいにとどまらず，実践的な活動との交

差の上で生活認識や諸能力の発達をめざした代表的な実

践例として名古屋におけるヤジエセツノレメント保育所の

「レンガの子ども」の実践があげられる。

(2) Iレンガの子ども」の実蟻

これは 1959年末東海地方をおそった伊勢湾台風のた

めに家庭を失った被災者の仮設住宅地域での保育所での

実践であった。ここの地区の子どもは Iひっぱたかれ

でもぶたれても泣かないでじっとがまんをし，よく食べ

て大人たちの問を小リスのように飛びまわり，自分たち

の場を求めて激しい生存競争からおとされまいと豆タ γ

クのように生きているJ(深田難波「レンガの子どもJ)

とL、う状態であった。
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こうした中で、の教邸遠の保育は教師会による教邸集団

の形成と保育目標一子ども像の確立にはじまる。彼女ら

は自主的自律的人間，労働愛に満ちた人間，支任感の強

い，仲間と協力していける人間の形成を隠ざして保育に

あたるo こうした過程においてヤジL 独自の方法である

、ぶんなぐり、保育が展開されたわけだ。実践の内容は

省壁書するが，その構造についていささか分析的にとらえ

てみたい。突践全体を前期，中期，後期という 3段階(築

関発展の過程)に大きくわけて，その内容をみてみたい。

前期における築図形成は保育者の中心的働きかけで行

われる。先に述べたようにまず教師集団の形成と子ども

像の確立を中心として，保育内容の充実と系統性，保育

者の権威確立，母親の保育所への認識を高めることが目

ざされた。ぶんなぐりの実行をはじめとして，教師から

の要求としていくつかのきまりが集団の意志のあらわれ

として定着し，規律ある集団へと徐々に形成されていく

のが前期の段階としてとらえられる。

中期においては，自主性と責任体制の確立が目ざされ

ている。実践は当番制の採用によって行われる。集団の

中の「積極分子」が当番という役によって育てられ，き

まりが形成されていく。運動会会場づくりの実践は，こ

の溺に行われたものだが，自主性と，相互に責任ある依

存関係を妻基盤として生まれたものということが出来る。

第3の後期における集団形成はZ字国まじかの時期にあ

たる。それは一教師の病気による子どもの教師代行が可

能となった段階でもある o r先生Jをみんなで選び出す。

その「話しあいjの可会も子ども先生で行うことによっ

て， リーダーを中心としての協力体制を築き上げていく

方向へと発展する。この体制によって，一人一人が自己

批判をし，又相互批判をくりかえしながら民主的集団へ

と発展していく o

ところでこうした実践を一般化して考える上で考慮し

なければならない点がある。

その一つは前期段階にみられた教予言会議のような民主

的教編集団の形成が，一方の教育対象たる子どもの群集

約人間関係から民主的子ども集団の形成に成功した一主主

因となっていたが，しかし行政的な管康法による教編集

団の分断をもくろむ今日の政策的状況下にあっては子ど

もの築罰組織化が教師集団の形成と結合されて推し進め

られねばならぬ課題を提示していると怒われる。

第2には，後期段階においてみる、先生のかわり、の

実践についてである。これは保育条件の劣怒さを教育的

配慮のもとに保育実践に組み込ませたものとして， rマ
キワリJや「運動会会場づくりJの実践的意図と共通部

がある。それは生活における問題と密着させ，仲間との

協力体制による労働教育によって，集団主義的な人間の

形成が目ざされていた。

この実践の教育的意、味の一方において，結果的には劣

悪な労働条件の改善を意味することになり，場合によっ

ては子どもの労働をもって環境改善を計るとし、う役割に

転化させられ，劣慈条件が合理化，正当化されるおそれ

が存在しているという側面は見のがしえない。保育内容

が環境とのかかわりの中で進められる時に，保育環境が

単なる与件条件としてのみとらえることに問題が残る。

このような状況においては，保育環境と保育実践との潟

係が検討されねばならないであろう o

しかし，このヤジ且にみる実践は子どもが子ども築図

から排斥されては一日たりとも生活できないこと，その

ために子ども集団の鋭裁を表現した、ぶんなぐり、によ

って，子どもを集団のそラノレとの矛盾やかっ藤の経験を

もたせ，集団の人間関係を通じて子どもの人間形成を目

ざした笑践として，日本における集団主義保育の一典型

としてみることができょう。

以上認しあい保育の主に積極蕗についてみてきたが，

これへの批判も少なからずある。

話しあい保育に共通している点、として，教師の務。か

けが終始強制力をもっていること，つまりその際の話し

あいの役割は目的とする実践や行動を成功裂に導く前提

としてあり，十分に納得のいく話しあいが行われること

によって次の行動の紫を決めていく，という重姿な部分

をなしている。話しあい一行動一話しあいの循環の繰り

返しが認識の過程として蚤婆なのだが，ともすると話し

あいのみで，認識に達したかのような教師のとらえ方が

随所にみられることだ。 tお象能力の低い幼児において

は，忠孝は行動と切りはなしておこないえないのである

から。

第2の話しあいにおける問題点は，諸能力の発達とい

う側衝にそっての保育内容の検討が生活指導の課題との

比較においては彼方に押しやられている点にある。集団

内における子どもたちの生活要求や矛盾の掘りおこしと

いっても，矛盾を矛盾としてっきとめていくものの考え

方がなくてはそこからのリアルな生活意識の育成さえ凶

難であろう。

その場当り約な偶然伎によって引き越された事件を保

育内容として取り組む，いわばヤことコツの教育ではな

く，教育内容における科学性の確立が中心課題となって

くる。

第3の問題として考えられるのは，築関の組織論の欠

落という点、だと思う。集問組織の実践はかなり行われて

いるようだがその理論化がなされていない。この当時の
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海主事子の述べていること i築関指導のねらいが倒人の

発援を臼約とする」という保育観は，集団と個人の統一

的発展の観点を見失わせ，結巣との集団は個々人の発展

のための手段化，道具化になりかねない。

集団主義の立場からいえば集回自体のもつ目的的な活

動を通じて集団の規律や意志を築きあげ，そのことによ

って個々の人筒形成をはかるということである。 i教師

らによる命令や指示でt主なく話しあいをしているうちに

だんだん子どもの考えがまとまってきて，欲しいレーノレ

がしかれる……Jo(海卓子「幼児の集団保育についてJ)

という海の言葉にみられる自然成長的な集団形成はあり

えないと考えるものである。

「レンガの子どもjの実践は，こうした中で話しあい

の集団観を脱皮しているが全体的には，この問題伎は，

生活綴方教育に対して与えられた批判と似ている。それ

は発言による解放が即築筒の組織化に直結されえない。

そうした考え方は i楽天的，自然発生的思想、Jである

とする論議である。もちろん話しあい保育が集団的討議

を経ることによって結果的に集団意識を確立することを

志向していたことから推すと，かならずしも集団化が為

されないとはいえない。しかしここで指摘されているよ

うに，あくまでも，結果的に表われるかもしれないとい

う程度の段階にとどまっている。確固とした集団化のた

めの組織論，方法論の確立が話しあい保育においては急、

務とされていたのである。

さて， こうした話しあい保予言を受けついで主に東京保

問研の乾孝によって提唱されたのが，、ったえあい保育、

であった。

(3) コミュニケーションの保育理論

それはったえあう，つまりコミュユケーション主主論が

土台となっている。コトパ合通じてする伝達一受容の人

間関係が外界の認識を深めることを務らかにしたことは

教育活動に大きな役割を果した。それは利己的な欲望の

a出を中心とした近代主義的，倒人主義の教育論へのア

ンティテーゼとして集団の人間関係を羽らかにする人間

形成綴を打ち立てたもので、あった。動物とは奨る人間的

な生き方として人間関係の中で行われる伝えあい(コミ

ュニケーショ γ)を切らかにしたことは， 乳幼児期にお

いて集団保脊を否定する今日の支配的保育観や様々の施

策に対抗する稜機的根拠を示したのである。しかしまた

ここで追求されていない点、として，やはり築関の組織化

の問題がある。この点の欠如の漂白としては，このコミ

ュェケーション理論が心理学的な手法をもってなされた

ためで，むしろこれは組織や集留の社会学的な見地から

独自に展開されるべき問題を残しているものと考えられ

る。しかしそれにもかかわらず実践の分野においては，

話しあいにおける情緒的な仲間意識から発践して，要求

を較とした集団内の人間関係の組織化による人間形成が

具体的に渓関されている。またこの乾たちのコミュニケ

ーション理論では， A→B→A'の松談型が唯一の方法と

されているが，集団組織化の段階には相談裂ではない命

令型もある点が見逃されている。命令型コミュニケーシ

ョγは片道交通であり，これに対援して人間の伝えは相

談型であるという回定概念では，築関の質によってその

方法が主要ることが全く予想されていなし、のだ。全生研の

竹内常ーはこのことについて， iコレクチーフ(集団)な

き第1次集団に終始している」と批判している。またマ

ヤレγコの集団形成論にも，反発をゆるさぬ独裁的姿求

が集団形成の出発点となることが述べられている。ただ

話しあいしったえあいを指向した「レγガの子ども」の

爽践には，築関のきまりの一方的な命令要求としての

、ぶんなぐり、を実行したことは先に述べた。生活綴方

と集団主義教育の方法の相違点として，論議されている

のは，集団主義は初めから子どもを集団体制に引き込み，

集団のモラノレとの矛盾，かっ藤を契機に子と兆を解放す

ることであり，前者ーにおいては，解放の後綴織化を目ざ

すというものであった。ただこのような集団形成の理論

を踏えた上でなおかつ幼兇の特殊性として，宍戸健夫が

あげているものに筏践する必望書があろう。それは第1に

集団の生活を初めて経験する年齢段階にあっては緊張を

ときほぐす配慮を必婆性であり，第2には現代社会の塗

み(差別緩や絞従鋭)からの解放(宍戸健夫「ったえあい

保育jについて)が必婆とされるのである。 またさらに

保育内容の系統性や科学伎の追求においてもこの伝えあ

いは話しまるいの域を脱していない。 60年代の教育政策と

してのマγパワーポリシーが資本の側からの要求として

支配的である待，その本質を見抜きうるま実の学力の必要

が関われていると設えよう。しかしここでも笑践の分野

では， iクレオγを播いた話J(畑谷「ったえあい保育の

誕生J)などの例では幼児の科学的認識をはかる指導が行

われている。この他ったえあい保育における地域の父母

とのていけい問題，それをこと台とした保育の思思想性， ~皆

級性宅ピ打ち出す立場などが今後とも追求される必要があ

ろう。そいいう意味で、保育における労働の意義について

実践的にも理論的にも解明することが必要と盟、われる。

おわりに

修論の約7分の 1ということで， j;=J言をまとめること

に凶督入管した。とくに話しあい，ったえあいを生み出
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した社会情況や保育情勢の特徴などの部分に全くふれえ

なかったことについては真に遺憾に耐えないのである。

論文の未熟な点としてこれから追求しなければならない

のは次のようなことであろう O

1. 序論でとりあげた集団主義の思想的基盤について

婦人労働権+子どもの教育権と関連で西欧史における場

合から採ること。

2. 保育における労働の問題をさらに思想的実践的に

追求すること。
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1950年代日本青年間協議会の活動分析

斎 藤 秀 平

(社会教育研究室〉

論文の構成

はじめに 1.日本青年間協議会と文部省の対立

1. 問題の限定 2. r保護J農政下の青年と二・三男対策

1. 社会教育における日本青年間協議会の位鐙 4. 日本青年間協議会の確立

2. 1950年代における社会教育の特質 1. 勤労青年教育基本要項と育研集会

3. 分析のねらい 2. 生産学習の停迷と克級

2. 占領下青年商の「調和」と矛盾 5. 日本青年間協議会の空洞化

1. r新生J青年間の再編成から日本青年間協議会の 1. 日本青年間協議会の分裂と再編成

結成へ 2. 学習運動の新らたな発展

2. 経済復興運動と農業科学講習会 むすび

3. 日本青年間協議会の成立

いは戦前の援史的経験を機械的にあてはめることによっ

〔問題の設定〕 て生じる社会教育口社会教化論，教援・学留過程を中執

にして発展してきた教育の独白性を無視して，教育長p実

'70年代社会教育の国民的課題を社会教育の E毛主化 践とすることによって経験主義の泥沼に沈む結楽を生む

一一労働者・農民を中心とする勤労人民の社会教育主体 社会教育口社会運動論をも克綴しなければならない。

としての重量場一一ーとすえるとき，これまでの社会教育

の主体はだれであったのか，その主体は社会教育に{可を

期待し，何をおこなってきたのか，その主体に勤労人民

はどのように自覚的に対応してきたのかを分析すること

は重要きな研究課題であると思われる。

間立社会教育研修所などの，社会教育を「民衆自身の

相互教育J r自己教育」との規定は教育主体を明磁にせ

ず，あたかも国民みずからであるかのように思わせなが

ら教育主体たる国家権力の存在を隠蔽する結来を生

む。「相互教育」の名のもとに，社会教育の目標や教育内

容があいまいにされ，資本主義社会にとって支配的イデ

オロギーである独占資本の要求が様々な粉飾をこらして

導入され，国民みずからの学習要求宏踏みにじる事態が

黙殺されている。この牧歌的な「新教脊J言語の「発展」

である格互教育論を克服しなければならない。

いっぽう公権力の優位性に自を奪われるあまり，ある

〔分析の視点〕

?吉原誠一は「民衆の下からの要求Jと「支配者階級の

上からの対抗策」とが「合流し混在」した「社会教の育

国有の矛盾」を「社会教育の本質j と指摘された。つい

で小川利夫はこの矛盾を「社会教育行政〔活動〉と国民

の自己教育運動との矛盾J口外在的矛盾，この外在的矛

盾が規定する「公教育形態としての社会教育Jにおける

「社会教育政策・社会教育行政および社会教育活動」の

矛盾宮内在的矛盾とし 2つの矛盾に整理された。

つまり公権力が学習主体たる勤労人民大衆を一方的に

は「商い込む」ことができず，勤労人民の要求を部分的

であれ取り入れなければ成立しえない公教育としての社

会教育の弱み，それ放に中央集権化を求めながらも地方

分権化を認めざるをえず，労働と実生活から遊離させ拙
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象イヒを求めながらも具体的事実にふれざるをないといっ

た社会教育の矛盾を暗示したものであった。勤労人民の

要求から離れることのできない社会教育の特殊性を活と

して，公権力が綴成する学習・教脊内容のなかに勤労人

民がみずから喜要求を組織し編入してゆく一一このことは

統一された勤労人民の団結の力を背援として，勤労人民

が学習内容編成の築関を形成してゆき，いつの日にかの

教育主体としての登場を準備する社会教育民主化の展望

を示すものであった。

しかしコロンブスのタマゴともいうべき「社会教育の

矛盾=本質J論も問題を提起したにとどまって，具体的

な社会教育活動を分析する課題が残された。公権力がど

う教育主体たりえているか，あるいは実質的に教育主体

としての性格を弱められ否定されつつあるかを明らかに

するためには，政策と運動との詰抗関係の分析から一歩

先に進んで， r矛盾」が顕在化する社会教育の内容を科

学的に明らかにする必婆がある。

「人の生活の多様なるごとく，さらに多様な内容が用

意されなくてはならぬjとする，いわゆる「ごった煮」

論は「人間性Jr多様性Jr市民精神」といった美辞麗句

をならびたてることによって資本の論理にのっとった国

家的価値で社会教育の内突をうめつくそうとする権力の

意図をおおい隠すいちじくの業にしかすぎない。

資本の蓄積と貧困の蓄積とを悶極にもった資本主義社

会の矛盾は勤労人民大衆のなかに必然的に生活の不安を

もたらし，それぞれの存在基殺にそくして，さまざまな

日常的要求を生みだす。この生活を守り重量かにしようと

する婆求が，社会変革への志向性をもちながらも，はか

りしれないほど多くの普及手段をもち，無数の形態をと

って支配的に存在しているブノレジョワ・イデオロギーに

取りまかれ，勤労人民大衆はその存在基盤とは基本的に

は一致しえないブノレジョワ的な窓識ヱエ虚偽意識を持たざ

るをえない。しかし資本主義者士会の矛盾の深化，さまざ

まな形態での窮乏化と非人間化は，勤労人民の諸要求を

高め，社会変革への志向性を強めざるをえず，かつ科学

の質的発展は，これらの諸要求を社会の仕組と歴史の流

れのなかに位置づけ，勤労人民の存在基盤にそくして正

しく意識化され，綴織化・運動化することを，可能にし

た。

資本主義社会の矛盾が深化すればするほど，ブノレジョ

ワ・イデオロギーは勤労人民の意識を具体的現実的要求

からひき離すためますます始象化せざるをえない。勤労

人民の生活基盤が意、裁へ正しく反映することをさまたけ'

抽象的ブノレジョワ・イデオロギーな浸透させるために，

勤労人民の生活と意識を操作する巨大なj情報伝達機構を
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中心とする媒介要因が必婆とされる。この「虚偽約媒介

要閣Jと「科学的媒介要因」とが姶抗しあって社会教育

の内突をうめているといえる。勤労人民の生活過程のな

かに r上から」と「下からj意識的・組織的に媒介要

因が導入されている。勤労人民の社会的歴史的位震と本

質的要求が現実にそくして廷しく意識化され綴織化する

ためには，その反狭宅どさまたげている阻害容要因を明らか

にする必要がある。同時に，勤労人民の在室蘭している矛

盾がどのようなものであるかを客観的に分析し，そこか

らし、かなる本質的要求が生みだされるかをとらえ，また

勤労人民の学習能力・学習経験の蓄積の程度を充分に考

慮しつつ，勤労人民がし、かなる科学的知識，体系と切り

結ぶことによって，科学的認識を可能にするのかが考察

されなければならない。

〔問題の漉定〕

小識では分析対象を日育協に限定した。それは，戦後

公教育としての社会教育のなかで主流としての位置をし

め，独点資本に牛耳られている国家権力が打ち出す青年

対策と青年自らの組織された要求との矛盾が内在化され

た級織体として日育協が存在したからである。学習主体

たる農業青年の要求が自らのカで組織される力量に応じ

て，形式的には公権力が教育主体でありえても実質的に

は教育主体の性格を弱められ否定されつつある過程を明

らかにするためである。

日育協の活動を分析するにあたって 1950年代を取り

上げるのは，校会教育における教育主体がアメリカ占領

軍一CIEたからそれに追従するところの日本独占資本

一吉田内閣に移行されるなかで，また青年が自らの要求

なかかげ，要求にもとづく学習を組織的運動的・目的的

におこないはじめるなかで， r官民一体Jの「調和jを

うたった牧歌的社会教育の幻想、が打ちくだかれ，権力が

公然と教育主体としての姿を現わし，社会教育の内存的

矛震が激化した時代だからである。 60年代の国民の自

己教育運動の営々たる歩みと蓄積は 70年代をむかえて，

新らたに内存的矛盾に転化されようとする時，社会教育

の矛盾の国民的解決のために50年代の経験から深く学

ぶものがあると思われる。

[13析 I.教育主体と学習主体との矛盾の

展開〕

(I) GHQの対釘戦後処浬としての青年対策は「底本

がふたたびアメリカの脅威となJらとないように，青年

間の地方分権化を強く望んで、いた。しかし「アメ Pカの



1950年代日本青年密議議会の活動分析

目的を支持」アメリカに従属した日本をつくるために

は，祥米意識で青年を掌握することが必要であり，上か

ら「民主イむを進めるためには全国的組織網をもった普

及機関が必要で、あった。アメリカが世界支配政策を宣言

したトノレーマγ.ドクトリ γを転機としてやっぎ平に青

年部の大会・講習会が関かれ，戦時下の青年間統制j機関

で、あった日本青年館と C1Eがゆ着して，稜緩的に全国

的組織化がはじまった。そのねらいは「青年図がすべて

の市町村に存夜するのであるから，皆様方は自由日本の

建設ひいては自由世界の建設に重要なる役割を担当する

に都合のよい戦術的地位におかれてL、るjからして「青

年間を自自社会の味方にしJr青年間を通じて自由社会

を建設したいと願いJ，日本を極東における反共の皇子と

しうる原動力として 450万人の青年団員を位置づけるこ

とであった。

敗戦から年未にかけては青年の望書求と学習活動は形式

民主主義の枠にとどめられ，未発達で非組織的で、あった

が故に，あたかも青年のあらゆる学習聖書求が公的社会教

育のなかに取り入れられるかのような錯覚が生じ，社会

教育の主体が国民であるかのような，行政が環境醸成に

とどまるものであるかのような幻怒が受け入れられた。

青年が自らの要求を組織的に提示できず，公権力の婆求

が青年の要求そのものであるかのように宣伝されて，青

年間の中に直線的に導入され，公権力と青年とが不思議

にも「調和Jしているかのような状況がっくりだされて

L 、Tこ。
(百) '51年6月日育協はサγフランシスコ体制を支える

一環として， C 1 Eと臼本青年館の強引な指導で結成さ

れ，アメリカの意を託され復活しつつあった日本独占資

本のエイジエレトである一万問日銀総裁を日本青年館理

事長に就任させた。さらにC1Eに代って文部官僚が日

育協・青年図の「指導jに登場するや， r菌室反再建干寄生F

運動Jをとなえ，青少年指導顧問を文部省の直轄下にお

こうとする動きをみせた。朝鮮戦争を背…京に急速に確立

しつつあった独占資本の要求は，青年たちがGHQによ

って教えられた「民主主義の技術」の常識を飛びこえる

反動的なものであった。 r講和」対策を遂行させるため

大愛に流した「国家再建のための青年の主体性jの宣伝

は加速度的に進んだ反動的政策に対立するものとなって

いった。青年たちはC1E指導者とは肌合いのちがった

「民主主義の技術jすら身につけず「青年の主体性」を

無視する文部官僚を右翼と規定せざるをえなかった。し

かも，形式的であれ日育協のなかでの集団約討議の保障

は，文部省が夢想すらしなかった青年学級振興法反対決

議を第2聞大会 ('52年5月)で劇的におこなわしめた。

青年学級法刻化反対運動は国会対策にとどまるといった

弱点をもっていたとはし、え，持育協が公然と文部省と対

立し，野党工作をおこない，日教組や研究者と連絡を取

るといった活動を経験するなかで，青年自らの婆求を組

織し，それに基づく学習を展開する遂動体として位置づ

けうるようになった。 5資協に青年の婆求が組織的に反

映しはじめるやいなや，これまでの「官民一体の調和j

が破れ，公権力が青年のまま本的要求をふみにじる社会教

育の主体として姿を現わした。

(1宜) '53年8月青年学級振興法の成立は「公教育の主体

は国民である」と明記された憲法，教育基本法下におい

て，公権力がその「公」の法衣をかなぐり捨てて，青年

の組織的要求と学習運動を弾圧することを示した。文部

省からの日育協への赤裸々な干渉がはじまり，その典君主

は青年大会の主催権を政府と意を異にする政治的行動を

とらない約束と引き替えに渡すというものであった。日

育協は全県団不参加の決議宅どし，約半数近い県教委の説

得活動をおこなって文部省を敗北に導いた。斗いをつう

じて，良育協と文部省とが協力し合ってこそ青年の要求

が満されるかのように考えていた幻想、をつき崩し r団
結の力はどのようなことでもなしえるとの自信をもっ

たJとの声明を出した日育協は婆求を組織することの重

要性をつかみとった。日育協は文部省に対抗しつつ窃ら

の要求にもとづく学習を進める上での理念(出勤労青年

教育基本要項)と方法(=共向学濁)をつくりあけγこ。そ

して主体性確立運動を提起し，組織篠立を訴え，青年研

究集会を頂点とする学習運動が展開されはじめた。社会

教育の矛盾一教育主体としての公権力と学習主体たる脊

年との非和解約敵対関係ーが露呈した。

(IV) 脊E詩集会は回を重ねるごとに発渓し学習遼動が定

着していった。いっぽう世界的にわき起った平和への願

いは国民的運動となって展開され，日育協は原水禁，沖

縄祖国復帰， 日ソ・日中交流，平和友好祭号事のE翼民運動

のなかに参加していった。 '56年にはお教組と「任命制

教委法J反対の共同声明をだし， 、青年と青年数邸のつ

どい、を全額約に広げていった。

公権力は警察・任命制教委をもちいて弾圧を強化し，

補助金の打ち切り，財政「援幼J利権提供によって二子渉

と介入をおこない。 MRA，日本健育会などを利用して

第2青年間をつくって分裂させ，日育協の変質を迫った

各県レベノレの分裂工作と変質の上に '58年度目育協執行

部は全面的に入れ替った。勤務・欝職法反対斗争の盛り

上りのなかで，新執行部は反動的動きこそできなかった

とはいえ，日教組との提携を拒否し，学潔性と主体性を

強調することによって実践から遊離し，様々な問題でサ
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ボタージュなおこない，単位団や青年を臼育協から離脱

させた。サンフラ γシスコ体制jを支えるものとして成立

させられた日育協は公権力自らの手で分裂，変質させる

ことによって，組織力と執行機能をいちじるしく滅返さ

せ空j同化していった。要求を自らのカで目的意識的に組

織することを知った青年は行政の粋から離れて，国民の

自己教育運動の一環のなかで成長を開始した。

〔分析E・生産と「開発Jにかかわる

活動内容の届開〕

(1) 臼育協の学習運動の内容には，農村青年の生産を

増大させようとする努力と公権力の f開発」政策を遂行

させようとする意図とが不幸にも桔抗しあうという姿で

青年と公権力との矛盾が顕在化し展開された。

農地解放と食糧不足といった状況のもとで農業青年の

生産意欲が急速に潟まり，生産に関する学習要求の増大

は多くの燦察研究会を発生させた。しかし食糧増産をと

なえつつも独占資本の復活にしか主重点をおきえず，農民

は搾取する対象にしかすぎない公権力にとって，農民の

農業経営と技術の学習が農業についての科学的認、識を保

障し，ひいては農民収奪の構造を明らかにすることは恐

ろしいことであった。農民の自に生産関係の資本主義的

性格をふれさせないために，主に生産対象一品重量，肥料

病害警虫，幾草案の改良を学習内容の枠とする議官雪会が臼本

青年館を中心として全国的に展開された。

むしろ公権力にとって，農村青年のエネノレギーを低米

側供出と財望書奨励遂動に引きこむことが緊急、の課題であ

り，日本青年館を経済復興遂動の重要な担い手として佼

鐙づけ，青年間を全国的に組織していった。「産業振興」

「祖国再建Jといった抽象的・一般的概念をはんらんさ

せ，議突から闘を離させることによって，またある程度

青年の心をとらえうる概念に「国家のため」という殻詩

をつけることによって，政策を葉撤しようとする公権力

の意図は，まだ自らの要求を組織する力量をもっていな

かった青年たちをとらえ，農地改革で与えられた「忽窓」

とあいまって少なくない部分が「祖国再建jキャンベー

ンに参加していった。

( II) 日本資本主義の強化と存軍備合実現する政策的土

台として朝鮮戦争直前に施行された国土総合開発法と失

業問題を利用した次三三男対策キャ γベー γを足場に「国

家の経済的自活力および自衛力を確立するjといった 20

万青年の動員を目標とする産業開発青年隊の創設が図ら

れた。成立したばかりの臼育協第1回大会で強引にその

事業計爵を決定させ，一万回日銀総裁が全権をにぎる中

央委員会を日育協と臼本青年館の合同で設置させた。し

かし早くも笠月にそテ、ノレケースとして結成された山形青

年!款は 50名中7名を残して全員脱務し， 多くの刑事事

件を引き起した。その実践のなかで青年の要求からまっ

たく遊離した青年隊は見放され停迷した。しかも青年放

が閣の財政的奥付を獲得した '52年から '53年にかけて，

朝鮮戦争休戦とともに不況の波がおしよせてくるや各独

占体は「国のため」といったベーノレをかなぐりすて，独

自の利益な求めて反目し競い合って，パラ色の国を築く

かに宣伝されていた国土総合開発もすでに破綻をきたし

ていた。実施された地域の青年間からの批判や運営権要

求が高まるや，公権力はその戸と日育協からのi忠世話装置

として財団法人をでっちあげ，当初構想された青年総動

員体制jをつくりだすものからほど速い「安上り」な職業

訓練機関へと後退せざるをえなかった。

外資節約のための食滋増産政策のもとで，青年を 4H

クラブなど篤農家的改良主義の枠に思い込み，社会の諸

矛盾を認識させまいとする公権力の意図は，臼育協の共

同学習遂動，研究集会など青年の集団的検討のなか乗り

越えられ， i生産学習活動をおしすすめることによって

自分たちの正しい人間的な成長がゆがめられたり，民主

的なものが歪曲されるようなことがあってはならなしづ

と生産主義的な危険性をも指摘し i生産学習は共同学

習のまま本ではあるけれど，生活学習，政治学習との関遂

のなかで追求」される必要性がうったえられた。

(医) '55年を基軸に米の生産水準は f二弁し，食糧不足は

基本的には解決し，日本資本主義は重化学工業化を本務

的にすすめるための高度蓄積と「開放体制」への移行に

せまられていた。そのため，農村に保守義磁をつくり，

「安上り幾重文」を進める一環として差是村青年建設班が強

引に設置された。あらゆる宣伝機関をつかったにもかか

わらず，無事長酬に近い 50臼簡の労働要請など官僚プラ

ンの直輸入を受け入れるほど青年の学習運動の経験と認

識水準は低くはなく， i出稼の必要のない登かな差是家の

家にいなくても閤らない長男」が集まるだけで iさっ

ぱり集まらない青年建設班」として内部から樹主義してい

った。

また「開放体制」への移行のために，農民に犠牧を強

いる必婆性から，日本農業を社会的，歴史的に佼霞づけ

られた学習を恐れて一方では観念的教義支義の中へ，他

方では排他的競争意識に支えられた技能伝習への誘導を

ねらった「青年学級学習謀総編成資料Jが文部省から配

布されたりした。

しかし「生産と生活と政治の結びつく私たちの新しい

生産学習」を求め「農業技術係震やコ γクーノレ形式の弊

答を脱皮する」ことをめざして，生産部門の研究集会と

…236-
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なっていた産業振興大会は，第3回青年研究集会(52.2)

に吸収合併された。日本農業の掛り角とされ「盤作」貧

乏にあえいでいた差是村青年は技術改議に努力さえすれば

繁栄できるかのような幻想、とは離別し，第4間育研集会

は「運動のなかで学資を深めてゆくと，くらしの問題，

社会の問題，われわれ自体のうごきなどを歴史的な観点

にたってゆくことが大切だということがわかってきた」

として駒上原専緑氏の記念講演からはじめられた。けれ

ども翌月の日育協中央の変質によって，多くの青年は日

育協から離れ，濁民の自己教育運動の一環として生産学

習を新らたに発展させることになった。ミチユーザン運

動・農民大学が各地に広がり動き始めた。

〔むすび〕

(I) '50年代日育協の活動は，幸運にも調和するかにみ

られていた公権力と農村脊年との矛盾が露主義し，この非

和解的敵対関係を軸として展開される社会教育活動の曲

型的事例を示すものであった。教育主体たる公権力が支

配的なカをもちながらも，学習主体たる青年に密着し，

青年の要求を級み入れることによって脊年を囲い込まな

ければならない社会教育の特殊性は，青年が自らのカで

要求を組織し，社会教育における学習内容の変更・修正

を提起することによって，公権力と青年との矛盾を激化

させ，ついには公権力の意図を空洞化あるいは打破する

必然的な展開過程をたどらざるをえなかった。そして，

「闘い込まれたJ青年が公権力と離別する過程は，労働

者・農民を中心に展開される諸々の遼動に支えられなが

ら国民の自己教育運動に転化し，その遂動を発燥させる

ことによって，さらに社会教育における内在的矛盾をよ

り激化させる慈維をつくりだし，ひいては次の時代の教

育主体としての登場を準鍛する過程でもあった。

(II) '50年代目管協の歩みは，近視眼的な改良主義と抽

象的「国づくり」運動へ青年を動員しようとする公権力

の意図に対して，青年は具体約な社会の流れのなかに自

らを位蜜づけ，壌かな生活を築~うる科学的知識と体系

的技衡を要求して展開された。青年の要求が自らのカで

組織され公的栓会教育のなかにもちこまれるや，公権力

は綴織された青年の要求を社会教育の枠外に押し出すた

めに，公権力自らがっくりあげた日育協の執行機能を破

壊し~潟化ぜざるをえなかった。枠外に押し出された青

年たちは国民の自己教育運動のなかで，様々なかたちで

生活現実を直視し，その発展のすじみちを考えながら歩

み初めた。商品経済が深く農村に浸透し，農業が完全に

工業に従属し，幾民が重量労働者化する日本のなかで，要

求や問題が却効的には解決しえないことを矢口った青年

は，公教育の枠外で学穏内容を自覚的系統的に編成し，

それを守る斗し、を組みながら学習運動な進める必要にせ

まられた。自力で学努内容編成集団と学習を組織的系統

的に指導しうる教援築図とを形成し，確保することによ

って生活現実の本紫までみぬけうる洞察力と科学的位界

観とを身につけることが婆請された。 日予言ー協 '50年代の

展開は，農村青年の生産を高めたいとする現実的婆求を

中心とする学習が科学的知識体系を求めるまでに高まっ

た過程で、あったと言言える。

(JII) 50年代日苦手協の経験は， 上から啓発するといった

教化的活動内容から，青年自らが学蜜を自覚的にとらえ

要求を組織し，それにもとづく学習を組織的に指導する

ことの重要伎を教えた。現実を科学的知識とその体系と

につき合せることによって，生産を発展させ，生活を守

り援にすることを知った青年が，科学的知識の系統的教

授と生活現実の康史化的集団的認識作業を求めて，日育

協における学習活動を教育運動の方向へ発展させようと

した。長野県農村文化協会の実践をもとに，三三重構造に

よる継続的・系統的な学習を定式化しかっ実践された宮

原研究室の「学習サークノレから農民大学へ」の成果は，

70年代の「教育j論の糸口を 60年代初発の段階でみい

だしたすぐれて歴史的な「学習」論の成果であった。

さらに、おれだけはもうける、という資本主義のなか

に生きる農業青年が、おれたちだけはもうける、と生き

残るための共同化を志向し，そして様々な鏑向を犯しつ

つも，社会科学の学習に支えられて、おれだけ，おれた

ちだけでもうけることの不可能さ、をいやというほど知

らされ，農民解放の基本的すじみちである幾民組合結成

へ急迷に高まっていった「農村実力派Jへの着目もすぐ

れた成果で‘あった。農民の生産J点におけるさけることの

できない共通の願いと社会科学の学習・教育と切り結ば

せることによって勤労人民としてふさわしい農民を生み

だすことができる。この資本主義社会に生きている現実

を夜視した社会教育実践から学ぶ:諜題が残されていると

いえる。学習運動の経験をもとに教育論が築かれねばな

らない。

(lV) '60 年代の労幾大学など国民の自己教育運動の蓄積

は， 70年代をむかえて，地域における労農同盟・統一戦

線の確立や革新首長の誕生を背景として，科学的体系的

知識の教授をおこなう講座や「開発政策下の地域の実態

を調主主し科学的集団分析を可能にするセミナーの新らし
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い展開を準備した。 50年代とは質的に発展したかたち 4. 全日本産業振興大会報告綴(1回~10図〉

で，社会教育の内在的矛盾が激化しようとしている， 70 5. 青年研究築会レポート集(1国~6 回〕

年代君主むかえる 69年 12月社会教育主事の配転機的斗争 6.次三男対策・産業開発青年運動各年度綴

に勝利した喬木村の経験は，社会教育の発展を自治体民 7. 日本青年団協議会年表1・n.m('45イ 61)

主化斗争全体の前進のなかに位霞づけることによって 8.戦後経済政策史年表(松尾弘綴〉

自治体労働者集団を中心とする住民自らの手による社会 9.資料戦後初年史(遠山茂樹綴〕

教育の矛盾の解決が可能となることを教えている。 10.'1吉原誠一編「青年の学習j

11.藤岡貞彦「昭和30年代社会教育学習理論の展開と帰

〔主な資料・参考文献〕 結(J二江東大教育学部紀要Vo110.

12.井野隆一綴 f戦後日本の農業と幾民J

1.日脊協定期大会議事録(1凶~1O閉) 13.加藤一郎編「日本農政の展開逃緩」

2.筒大会一般報告審・特翌日報告審 14.鈴木正田 f戦後日本の史的分析j

3. 13育協機関紙「臼青品ユースJ向「連報J 15.近藤康男 f日本幾業論J
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一一中小金属機械工業団地における

企業内教育の変容過程に関する実証的研究一一一

町 井 7軍 久

目次

序章論文の目的と方法 内藤周構造

第 1霊安中小企業「近代化J政策と札幌3総合鉄工団地 第4節企業内教育の現状と問題点

第l館中小企業「近代化」政策と問地集団化 第3意鋳物業の再編成と企業内教育

第2節札幌総合鉄工団地の成立と進展 第1節対象工場の沿革と現状

第3節団地企業における労務管理の概要と問題点 第2節技術進歩と生産工程の変化

第2意 A製鋼における系列化と企業内教育 第3節労働の編成形態と労務管理

第 1節炭王手から小形棒鋼メーカーへ 第4館企業内教育の現状と問題点

第2節製鋼圧延工程と労働内容 第5節協業化へ

第3節 系列化進行過程における現場作業組織と企業

方の校一零細性と過当競争ーをなし，新たな「近代化J

はじめに =再編成の中で「構造改議事業」の指定をうけるtこいた

る鋳物専業工場(A工場一特殊鋳物，資本金2千万円，

この研究の目的は昭和30年代後半に進行した，中小 労働者数35人， B工場一普通，強靭鋳鉄 5百万円，

企業の「近代化J 再編成の動きの中で企業内教育が如 43人， C工場一普通鋳物，精街鋳造， 2百万円， 19人)

何なる形態で進展し，それが資本蓄積運動との係り合い に限定し分析した。

で如何なる役割・機能を来しているのか，又どのような 全体として分析の擦に議視したのは，第 1に調査対象

問題を有しているのかを実証的に解明する事にある。 企業の存立形態の変化が，企業内教育の進展とどのよう

今回，調査の対象としたのは，中小金属機械工業(鉄 に関連しているかを明らかにする事，第2には企業内教

鋼2次製品を含む)に限定し，昭和38年の「中小企業基 育の機能役鰯を把握するにあたって，生産工程の変化に

本法Jを紬として進展した中小企業「近代化」のー形態で 伴う労働内容の変化と「労働力不足」を媒介にしつつ再

ある工場団地集団化企業層に焦点をあて，札幌市総合鉄 総されていく労務統轄方式を解明することにより，企業

工団地参加企業の企業内教育について，調査をおこなっ 内教育が向者の中でどのように位置付いているのか，第

た。調査を実施した業穏は，鋼材生産，製缶，鉄骨，機 3には，以上の分析を通じて企業内教育の発展の階層性

械，金属加工などに亙った。修士論文ではそのうち団地 と問題点を明らかにすることである。

「中核工場jに予定され乍ら，鉄鋼再編成と炭鉱「不況J 修論の構成はまず第 1主主では，中小企業 f近代化J政

の影響をうけて主要製品の炭車製造からK製鉄系列下に 策のもとでの工場集団化について，その特徴を明らかに

入札電圧メーカーとして小形棒鋼生産に進出したA製 し，鉄工団地のアウトラインを犯むとともに，労務改葬

鋼株式会社(資本金 2億 3千万円，労働者数409名，産 状況調査報告霊祭によって団地内企業の労務状況および職

業率雨，橋梁鉄骨，構造工場は団地外，製鋼圧延工場は 業訓練の実施状況について述べた。第2意では，鉄鋼独

団地内→縁故 131名)と，鉄鋼業の社会的分業体制の一 点の系列下に入ったA製鋼の製鋼圧延部門を対象として
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とり上げ系列化遂行過程のもとでの労働力構成の特徴と

交替制勤務の導入・「職場長制度J.能率給など新労働・

生産管理方式の形成の中で問者に競定され乍ら展開する

企業内教育の現状を，その必然性との関連で分析してみ

た。第3章では団地内鋳物専業工場三社を対象とし，昭

和 30年代後半の技術進歩と団地入居をモーメントとし

た作業組織，労働内容の変化を明らかにし，又者年労働

力不足のイ γパクトをうけながら，従来までの職人的技

能養成を中心とする企業内教育がどのような変容をとげ

たか，その解明にあたった。

調査はインタビュー調査を主として， 33 年 1 月 ~44

年 12月までの期間に，道工業課，鉄工団地協同組合，

向共同級言11と，街地50工場のうち 27工場についておこ

ない，叉A製鋼製鋼延工場の労働者認査を実施した。叉

共同職刻々練生にアγヶート調交をおこなった他，団地

に隣接する琴似工業高校のきき取り調査念実施した。

サマリーでは，紙数の制限もあり，第2宝章の rA製鋼

の系列化と金業内教育Jに限定し要約した。サマ担ーの

構成は， 1，A製鋼における系列化と企業内教育は)A製鋼

の系列化， (2)合怒化の進燥過穏， (③企業内教育の実態と

問題点， 2.今後の課題とした。

本論の要量

A製舗の系列化と企業内教育

(l)A製鋼の系列化

A製銀は昭和 12年に鋳銅製品の生産を主に創業し，

戦後炭鉱王手丙の地場大手メーカーとして発展した。昭和

32年会社更生法の適用をうけるとともに F製鉄の資本

が導入され，昭和35，7年までは業績も発展したが石炭

産業の「斜陽化Jの影饗をうけ受注量も減少橋梁部門に

も進出した。昭和 36年墳から札幌市金属工業の集部化

の動きの中で団地金業の中核工場として鋳鏑品の生産を

主体にして札幌総合鉄工団地内に，鋳鋼，製鋼工場を建

設した。しかし図地集団企業への鈴鏑供給を主体とした

活動も軌道にのらず，叉，インゴットの本州メーカ…への

販売も採算ベースにのらないという事態で赤字が累積し

危機的な状態になった。このような事態に対して団地中

核工場としてのこれまでの計画から，製鋼部門を活用し

ての小形棒鋼生産への転換をはかった。当時道内ではF

製鉄系列のF工業あるいは日鋼業が小形棒鍛メーカーと

して笑績を伸ばしてきたこともあり， F製鉄傘下での小

形棒鋼への進出は困難となり，倒産の危機のもとで北海

道浴場をもたなかったK製鉄グループヘ接近した。昭和

42年8月K製鉄子会社K商事の資本経営の全面参加を

受けいれ，小形様鏑の電炉・圧延メーカーとして， F製

鉄グループから離脱した。昭和43年，団地内に圧延工

場を新設(1日鋳鏑部門)し操業を開始した。昭和44年に

はK商事から派遣された役員が社長に就任し，又団地工

場長もK海事札幌支広長が就くことになった。

K製鉄系列化のこのような進行の中で，会社機構の大

幅改廃・工場別独立採算制の導入・(工場射能率給の導入)

など経営管理体制の強化とともに，現場作業部門でも大

震の炭鉱離職者をはじめとする中途採用者の雇用や交替

制勤務の導入， r職場長制度」など労務管理の「近代化j

をおこない，企業内教育も叉その一環としてあるいはそ

れ念支える基礎として実施され展開した。

(2)合理化の進展過程

イ，圧延工場の新設と作業内容の変化

圧延部門の新設による工場レイアウトの変化は従来の

製錦部門を残し，鋳鏑部門を廃し，そこに年産能力9万

トシの圧延部門を新設した。しかし乍ら新設された圧延能

力に比して従来の製鋼能力は著しく劣っていたのでこの

部門の機械設備の増強と他方圧延部門でも嫁鍋市況の好

調に対応した操業主容を出来るだけ高める目的での工程の

改良がおこなわれた。製鋼・圧延工場での機械設備の導

入は 600t梱包プレス・ 10t電気炉，銀塊整理機など製

鋼能力の増強を目的としたものと，J:E延部門におけるパ

ス装霞の改造，自動結束機などの導入によるスピ…ドア

ップと翁カ化があげられる。けれどもこの期間の「合理

化」の特色は生産設備の増強のみならず，後述する交替

制勤務の導入と生産性向上な目的とした労務管理の強化

があげられよう。この「合潔化」により，第1に製鋭部

門の変化は電気炉におけるチャージ関数が 1f3 12チャ

ジから 14~ 17チャージまで引き上げられた事にあら

われているように，一作業当りの時間短綴と作業の流れ

の整備により労働密度の強化となってあらわれた。第2

にこの結果製鋼生産援は 43 年 3 月 ~44 年 4 月までの月

間生産量は 3，416tであったのが，例年10月には 7，150

t "iで増加した。第3に圧延部門では工程の部分的改造

により従来の圧延速度が1分間当り 42ドから 7本に土脅し

た反面.圧延調整作業におけるローノレ，鏑材の監視ある

いはローノレ調整など作業量の強化となった。

このような工程変化は，作業内容においても製鋼部門

では，まず若手解作業でも以前に比して材質規格の閤定化

検査，分析の分離によりカ γやコツの婆索は少くなり，

溶解工の熟練短縮空手際は大阪に短縮したほか，造塊作業

においても主義筋的手労働が機械操作に代った。圧延部門

では，圧延工の作業範顎t主運転ローノレの監視調査，機械

整備とかなり多能的な熟練が必要とされ，加熱炉精整作
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業においても一部の機械整備を作業範慰としている。こ

れに対して圧延部門の場合，圧延経験者は本州の同業種

工場から採用した組長のみであり，笑質的には伍主主・一

般の作業員はほとんど米経験という状態で技能の低水準

による「不慣れのための事故j続出という事態をまねき

管理的作業に専念する答の組長がライ γ部門の一部で実

際に作業をおこなうことになった。製鋼 .EE延部門とも

に交替制勤務の導入と，残業， r日耀残業J，欠員，欠勤

者の負拐などとともに不慣れ作業とも結びついて，現場

労働者の中から疲労不満を訴える戸が出ている。

ロ，交替制勤務の導入と職湯長苦手j度

44年4月の会社機構の改定により部門別独立採算総

をとるとともに，工場部門でも工程管理，技術などを分

離し，ライン・スタップ制度への展開がみられ，従来課

長が原価管理，生産管理を担当していたものを「職場長

制度」の実施により，生産管理を中心とした職場長のも

とに組長一伍長一一般労働者のラインが整備された。そ

れと共に，中途採用者の大愛雇用により 1級 (1チーム)

を製紙圧延で増員して，圧延2組2交替，製鏑3級3交

替制~実施したのである(第 1 表)。製鋼部門では，常昼勤

第1表交事幸喜子表 の織場長と煉瓦張り係，ケ

ス修理係 7ローラクレ

ーγ係，鏑塊整理係の補修

間接部門を担当の 1総の

他，他の 3組が組長を乙・

丙番時には責任者として交

替番についている。このよ

うな交替制勤務を採用した

背景には，小形棒鎖市場の

女子況化と圧延部門の作業体

制の進展により「月産 7，3ゆOトシライγJをめざし増産体

制を強化した事である。このため製鋼工場においては電

気炉チャージ回数の増加などだけではなく，造塊その他

の作業扇での省力化と一部社外工の導入を含めて，中高

年層労働者を採用して 3組3交替の要員を確保したので

ある。しかし，笑擦には圧延2総2交替を実施した事に

より，製鋼部門ではさらに増産体制をとる事が要求さ

れ，甲番，乙番には「日曜残業」とL、う名の 2交替制勤

務が日常化し，さらにそれに「残業がつく」事により実

質的には休日は月に 1回になり，残業時間は月間最高

時 120間までになっているO このような3級 3交替シス

テムに対して労働者の中からは「圧延職場のように司曜

日を休ませろJr12待問勤務でいいから現在の日数のま

まで2交替制にしてほしい」という聖書求が出されてい

る。

「職場長昔話j度」はこのような交替制勤務を支える労務

統務組織として実施された。現場部門では従来の課長に

よる生産遂行体制から，課長待遇の職場長を組長との間

に設けることにより，ラインスタップの確立，とりわけ

ライン部門の確立による「生産第一主義」を貫く謀議場秩

序の形成をはかった。織場長は与えられた人員・設備を

もちいて r定められた枠内で生産を予定通り遂行する

毒事，課長の製造原価計算の指示にしたがってコストダウ

ンにつくす事Jと言われているように，言言わば経営部門

からの指示(末端として課長)をうけて，ライ γを統轄す

るという経営責任体制と生産資任体制を分離強化したも

のとして中小企業の成長過程の中で一つの爾期と蓄えよ

う。同時に「職場長制度」の実施により，これを現場作

業員からの昇進を可能とする事によって高卒者を中心と

する現場作業員の昇進の道を明らかにすることによりモ

ラーノレ向上の効果をもたせるとともにその限界をはっき

りさせたという事もE重視される。これに対して，第一線

厳督者である伍長は，一つの職種グノレ…プの長として，

生産に従事しながら，管潔的任務をおこなうとされてい

るが，現実には「労務管理上の権限というのはあまりな

くて仕事の指揮」が中心になり，伍長の織務権限は明確

でない。特に圧延の場合， fEiJ主は!日鋳鋼部門からの配転

者で，勤続年限は高いが，仕事の経験がほとんどない惑

もあり，組長に仕事上の指揮も多くゆだねざるを得ない

という状況である。したがって職務権限が明確化しつつ

あるのは組長で，組長は「作業員管理J r生産の遂行j

の直接的責任考としておくことによって，工場別能率給

の刺激とともに，組毎に生産を競わせ目標達成をはかつ

ている。従って総長一伍長のライ γ部門の職制の権限の

明確化と職制能力の育成をはかることが新しい労務統轄

方式を支える要になっていると考えられ，又交替実施後

の労働条件の劣悪さに対する不満に対処し，作業員管理

を円滑化する函からも， r監督者教育Jr監理者教育」の

必要害性が増してきたということが出来よう。

ハ，労働力編成形態

製鎌・圧延工場では，炭鉱離職者あるいは自衛隊除隊

者を中心とした中高年労働者が大愛に雇用されている。

炭鉱離職者は，現場作業員のうち約6割を占めており

一部の電気関係を徐き 30~35歳台がもっとも多く占め

られている。自衛隊職場は圧延職場では約 1割になって

いる。その他の中途採用者も前織は多様である。これら

の中途採用者の定着率も低く例えば 43 年 4 月 ~8 月の

採用者，退職者をみると 42名採用に対し 25名が退職す

るという状況である。同社の場合，炭鉱離職者を積極的

に採用する理由として r3交替制勤務体制に対して比較

時 241由
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第 1図製鋼諜労働者の勤続年数・年齢
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圧延諜労働者の勤続年数および年齢
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的慣れているJとしているが，いずれにしろ，炭鉱のど

ノレトアンドスクラップ政策の中で創出された労働者を積

極的に吸引する中で，若年労働力不足に対応し，地域下

慰労働市場に依存しつつ，能率給鐙金体制の実施とあわ

せて低賃金水準の労働力を確保するそデノレケースと震え

よう。叉自衛隊出身者の採用を積極的に(賃金の格付け

で優遇し)おこなうことにより，労働運動を経験してき

たこれらの炭鉱離職者の中におくことにより労務管理上

の効果も期待していると考えられよう。

中途採用者を童基盤にした労働力編成の実態についてみ

ると(第1隊第2図)岩手労働者は製鋭部門においては

クレーン運転は溶解工に比較的多く，圧延部門において

き整備，旋盤部門に多い。叉製鋼部門では勤続 10年前後

の40歳台の組長と勤続5年以上の伍長のもとに経験者

と未経験者が同数又は未経験者がj二回った形で編成され

ており，とくに材質係には経験年数が比較的長く他の溶

解造塊よりも熟練が必望書とされている事によると考えら

れる。これらの事から製鋼工場が年功的な職場序列によ

って形成されているのに対して，圧延部門では言IJの鋳鋼

時代の労働者を配置転換し伍長に格付けした上，表年者

にメインテナンスを担当させてそれを主体として将来職

制層を形成するのではないかと考えられる。いずれにし

ろ圧延部門における労働力編成は製錦部門に比べて流動

的であり，この部門での職制の確立を含めて職場秩序の

形成が課題とされているときえよう。

以上，製鋼・圧延工場の労働力編成形態について述べ

てきたが企業内教育との関連で次のような事が指摘出来

ょう。

第1に，圧倒的に中途採用者が多く，しかもその多く

が30歳台の労働者で占められている事であるO このこ

とは雨工場における技能養成との関連で幾つかの間題を

提起している。これらの中途採用者が不熟練労働者であ

る事から来る問題であるo このような中高年齢層労働者

は採用と同時に職場に配寵され稼動している。これらの

中高年令層労働者が如何なるお的をもった技能養成がな

されているのか，そしてそれが新規学卒者とはどのよう

な対応にあるのかということである。

第2には，系列化の進行により，親企業の意図する増

産体制を確立するために，管恐函では戦総の管理能力の

檎強と一般労働者のモラーノレ向上が急がれたのに対し，

中途採用者が大多数である事，叉特に圧延工場の場合総

長層が移煩労働者である豪から，これらの中途採用者の

企業主意識の薄さと定着本の懇い事:がネックになってい

る。従って定着伎の向上と企業意識の育成→生産意欲、の

向上を狙いとした労務管理口精神教育の実施を必然化

し，同時に生産量性向上のための強力な刺激が必姿となり

同社の場合，能率給の重視がこの事によると思われる。

第3に，第2の事と関連して増産体制に対応した作業

体制の整備をはかるため特に職制教育の比重が高まって

いる事である。未経験な多数の中途採用者を駆使して 2

交替 3交替体制を遂行し生産の門滑をはかるためにも

あるいは労働条件に対する不満を抑制し「人間関係jの

円滑化をはかるためにも，磯秘権限の明確化と熊力の強

化にむけた第一線監P医者あるいは管理者教育の要求が資

本の側から出される惑を必然とする基盤が，その職場労

働力の編成形態の特徴と結びついていると言言える。

(3)企業内教育の環状とその特徴

以上のような婆殴を基礎としてT製鋼における企業内

教育は， 42年の系列化以降新たな展開を見せている。す

でに昭和42年 11月「志気刷新に関する社長告示」が出

され， 1"会社をうって一丸となり管しきに耐え，飽くな

き努力を傾注する」事を呼びかけ，服務競定の起案，権

限・義務の羽確化，資任所主Eの明確化，規律維持のため

の諸施策等が実施にうつされ，この一環として社長直属

の企画室が設還され，この企画室の立案指導により企業

内教育が各職場で、実施されるにし、たった。

イ，圧延部門設置特における技能養成の形態

圧延工場は 43年4月から稼動したが，稼動にあたっ

ては， K製鉄から部長，課長および古参の圧延工が一人

ずつ派遣され，叉K製鉄系列下の小形棒鋼メーカー S化

学，すラッシュから圧延工をそれぞれ採用した。それと

共に従来の鋳鏑部門の造型工8人を系列下の肉親模工場

に4ヵ月派透して技能を習得させた。そして前述の移殖

労働者を職場主主，組長にあて自社から他の企業へ派遣し

た労働者を伍長とした。通常熟練形成期間が2年ないし

は3年とぎわれる中で，この体制のもとで多数の中途採

用者を配援し， さらに 4年後の 44年から交替制勤務が

導入される中で毒事故や災害が多発したのは当然の事で、あ

っTこ。

刊新入社員教育および職場導入教育

新入社員教育は集合教育および各職場での導入教育か

らなっていて，集会教育の場合年々期間が長くなり 44

年度の場合4日間に亙るスケジューノレがくまれ，教育目

的も「短期間に社内各職場の基礎的知識の吸収，諸規定

の理解，その他社内の諸事'資に通じさせ，一日も早く戦

力として稼動する事Jとされ叉「規律・秩序」の育成が

重視されている。

同社の導入教育期問は大学卒1カ年，高卒6カ月(笑

穏期間3ヵ月)でこれに対して中途採用者は 1カ月とさ

同 244-
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れており，大学卒の場合は，同社全部門に主主っており，

高卒者は同一工場全部門をローテーション(例えば圧延

であれば加熱炉→圧延→精整→ローノレ旋盤→整備→電気

とい ?J願，製鋼の場合は，材料→電炉→造塊のJI頴)がな

されるが，その場合，jE延部門では見学的要素が強く，

逆に製鋼の場合実習が主である。この事は圧延に配置さ

れる高卒者が主に機械整備関係に配霊まされる事と~透し

ていると恩われる。これに対して中途採用者の場合は，

約 1カ月程度，圧延であれば加熱炉，jE延橋義など業種

なしぼって，配援をきめている。

しかし導入教育期間中は技能習得だけでなく，むしろ

「職業綴を育てる教育，叉相談活動を活発に行う様指示

したいJ(新入社員教育計額議より)，叉，中途採用者に

対しても「新入社員の指導要演」を指示し，織場の指導

体制jの明確化，健康管理，相談活動の強化，私生活の把

握など退職者妨止の通達が出されるなど，採用後の退職

者の増加という事態の中で，人間関係の改善，定着指導

が重視されるようになった。特に注自されるのは「相談

活動jで，課長・職場長の麦任とされ，高卒者には「一

カ月毎日目幸置をつけさせ，最後に感想交を出させるj他

中途採用者に対しては現場の伍長，組長クラスに配置後

2週間程度の親身の指導を要求されている。

新入社員数脊および導入教育は，技能潔得という伊U]j煽

を持ちつつも，実質的な技能養成はほとんど配属後の

r~ょう見まね」にまかせているのに対し，むしろ定着

性向上と，職場規律の確立などにむけた労働管理的要素

が多いと言えるだろう。しかも実際上，学歴別あるいは

新規・中途採用の入職ノレートの遼いにより，議別された

措霞をもっており，新規学卒者(大学・高専・高校)が管

理者，監督者コースの計溺と内容をもっているのに対し

中途に採用された中高年労働者は，狭い範囲のOJTに

よる技能養成と定着性向上に力点、がおかれ，より上伎の

職位への芥進が限られていると思われる事である。

ハ，集合教育訓練

T製鋼が 44年度に実施した集合教育訓練は第2表の

ようになっている。このうち監督者，教育管理者教育は

中堅社員教育金岡室が立案したものである。

まず監督者教育は 36年に一度実施してから昭和43年

から 44年にかけて，新たに伍長，総長，係長全員を対

象になされた。 TWIを主体にしておこなわれたこの監

督者教脊の特徴は， s石炭鉱業の駿督者教育のテキスト

を編成しなおし， s石炭鉱業本社課長の講邸でおこなわ

第2表 A製鏑における教育訓練(44年度実施したものについて)

名 称| 隙始時期 加 者

新入老l:U教育|

監督者教育 j昭和初年 i45.12-
44.2 

中桜社員訓練 44 
44.4.14日

44.6.21 

管理者教育 43 43.6山 44.6

女子校長教育 44 
44. 1O.28~ 
44.12.5 

44年 9月 44. 9 
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MTPが中心

関O西G経.T営C者ノ協ー会ト | 会主会義社社春態のと社度閥会etみc 

会作社業プリント
加熱炉全体の仕事につ

標準議 tji;品深低ま毛 いて I 1日
機械操作法

U慾設〈子会社〉 クレーシのワイヤー掛
資料 職場長 労錫衛生規烈 I 1日

れたように，炭鉱離職者の多い職場労働力編成に見合つ あったと震えよう。

たものと替える。このような訓練に参加した伍長・組長 次に管理者教育についてみると，管理者教育(MTP)

は「人使いの仕方の再認識J r人間関係に大いに役立つ はがじめて実施されたのは， 43年からで，同社の部課

たjと感想、を述べており，第一線監督者の強化に有効で 長全員が受講している挙が特徴であるo その狽いとする
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ところは，部門別独立採算制，ラインスタップの確立な

どを柱とする 44年度の機構改革にむけて中堅管理職の

能力を高める事であったということが出来よう。

向社の教育訓練の中でも注おされるのは. r中堅社員

訓練Jといわれる，係長，係長(事務，技術系)と一部伍

長を対象にした教育訓練である。これは昭和44年4月

からはじめられたもので r仕事の効果的な進め方Jr職
場規律J r人間関係jなど中堅管理者約教育が主だが，

この教育訓練が弁進制度と結びついた準備教脊的性格を

持っている点で、ある。特に 45年度から実施される「任用

試験j制度との関連で重要な意味をもってくると思われ

る。

以上，職制教育を中心とする集合教育が系列化によっ

て，生産力増強の要請に対応するところの，職務i権限の

朔確化，管理能力の向上，つまり「体質改善J=企業「合

理化」のー潔として企画され，実施されてきた事は重視

されるべきであろう。これらの教育訓練が，中高年齢}護

労働者を中心とした労働力編成を最大限活用し，機構改

革を中心とした「近代的」労務統務方式を結ひ。つける重

要な環として今後さらに量的にも質的にも拡大すること

が考えられる。

ニ，再教育訓練

Ii'乍業標準審Jを中心にした職場毎の研究会的性格を

もったもの，あるいは「玉掛講習jなどであるが，まだ

一部で実施されているだけで，機場教育として計画的に

実施されているとは蓄えなし、。

性)企業内教育の問題

以上.T製鋼の企業内教育の現状とその特徴を明らか

にしてきた。

T製鏑における企業内教育は，系列化進展過程の中

で，従来の停滞部門を改廃し新規圧延部門な設霞しこれ

を向社の主力製品として資本の蓄積を押しすすめるため

に，生産管理，労働管理のテコとして押しすすめられて

きたことはこれまでの中から明らかにされよう。しかし

この企業内教育の重点が，現場の工程変化に対応した職

業技術教育の発展という見地から言言えばほとんど見るべ

きものがなしむしろ新入社員教育，導入教育で、特徴的

にあらわれてきた「定蒼性向上J r職場規律Jなどモラ

ーノレ向上と，職制l教育を中心とした「管理能力Jの育成

など，人間関係，労資関係教育に重点がおかれてきたと

言言えることである。従って企業内教育の定裂化，集会化

の実態はまさにこのような側面にのみ意義をもった。こ

の事をふまえて.2. 3の問題点、を指摘する。

第1に，導入教育における学歴iJU.あるいは入職経路

別の差別的教育訓練は，本来ならば中途採用者の前歴が

高卒者ばかりでなく学歴も低い中高年齢未経験労働者が

多いという実情からして，技術技能過程の体系的習得

と，基礎的知識を育成する，職業技術教育がその主たる

ものとなるべきと考えられる。しかし実情はそうではな

くむしろ向社における開き取り調査の中でも筒かれたよ

うに，高卒者は現場を中心とする中怒幹部に，大卒者は

向社幹部候補主主として位援つ守けられるのに対して，職業

遜援を重ねてきた中高年労働者は.現場労働者の昇りう

る道である「職場長jへの遂とも無縁な，言言わばその場

限りの「単能工jとして養成されている事である。

~2 に，それは同時にそのような王手昔話的技能養成を行

いつつ労働者を増員し，他方職制教育による職制・管理

者爆の機能の強化をはかることによって，中高年腐の有

効的活用をはかり，現在の鯵錦市場の好況に対応し，ブ

/レ生産体制iを遂行する意図に俄ならない。ひとたび不況

におちいれば，能率給に大総に依拠する裁をの賃金ベー

スは下降し，好むと好まざるとにかかわらず，これらの

労働者たちは，中途半端な技能をもって，蒋び職業遊底

をくり返すであろうことは容易に想、像できるのである。

第3に，特に新設工場である圧延部門では，操業以来

たび重なる事故の中で「安全教育Jの「重視」が言われ

るようになったが，しかし，おざなりの「安全教育jの

他は突擦には無事故運動として，労働者の資任に転化さ

れており，真の原因である「職業技術教育」の不徹底

と，交替番勤務に組みこまれた長時間労働に対する労働

者の闘いなくしてそこに哀の安全教育は成立しないと思

われる。

最後に，このような企業内教育に対する労働組合のと

りくみは全くみられないといっても過言ぎではない。圧延

工場設鐙以来労働条件の抜本的改善と安全教育の実施の

ため労働組合がその取組みをすすめる主基盤はみられ，現

実に「労働協約の締結Jをめぐって，基本的な労働者の

権利が保障されるかどうか「不満と期待jをもって役目

しているインタビューに答える労働者は少くない。

今後の課題

修論では，電炉・庇延メーカ…，鋳物専業メーカーの

2業種の分析に限定したが，これを金属機械の他業種に

拡げる中で，第1には中小企業における企業内教育が，

対象企業の技術的構成(資本蓄積)の遼いにより如何なる

形態で展開し，それはどのように機能しているのかを，

生産技術体系に対応する生産・労働管理の発展との係り

合いで把援し，第2には若年労働力不足あるいは中高年

齢層労働力の流動化という中で，婦人労働者中高年労働
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者が積極的に吸収(注りされているが，それがどのよう

な形態で進められているのか，叉それに対して綴業訓練

A図鋳物業における験穏の分解および職務の移行

(A. B. C 3工場周U)

あるいは企業内教育が如何に機能しているのか，第3に 鋳物工 →造裂工 (A.B工場〕

以上の事をふまえて，中小食業における労務管理・企業

内教育が，ますます明確化する労資の対抗関係の中で如

何なるインパクトを受け展開しているのか，又その中で

労働組合の組織化，闘いがどのような形で進展している

のかを解明する。第4には，当面サマ予ーで報告した系

列化と企業内教育を，鉄鋼業の他系列に拡げる中で，親

企業の合理化あるいは，系列企業の支配強化の中で企業

内教育の展開とその役割の調査をおこなう。

企業内教育が，単に職業技術教育の側関だけでなくよ

り積極的に精神教育の側面をもちつつ展開する以上，対

象とする中小企業の存立基盤の変化と，そのもとでの労

一一一一一一一…ー→中子工 (A. B工場〉

…一一一一一一一一→砂処理工 (A. B工場)

一一一一一二ヱ稜係献 (A.B. C 3エ場)

」一一一一一一一一→鋳吻コニ (Cヱ場)

終解ヱ一一一-，- →理主主ヰヱ (A.B.C工場〉

|一一一一一一一一→分析検表ヱ (A工場〉

(-一一一一一一一一一→ヱ程係 ヱ場長 (A.B. C 3工場)

後処漉ヱ一一一一一一一一一一一→後処漉ヱ (AB. C3ヱ場)

木型I(外主主)一一一一」一一----?木裂工〈タト注A.B. C3ヱ場)

(技術的構成の高度化の度合 A工場>BI場>Cヱ場

B図 鋳物業における織種と学自室別労働力構成

資関係の変化と，密接に結びついていると震える。従つ 事務労働←一一一L一新規学年労働力
(~基本、短大卒)

て中小企業における企業内教育研究の課題は同時に，中 日主管理←一一一 t

小企業における労資関係研究の未調拓分野を解明しつつ .......造型工二 新線学卒労働力 (若年屡)
E 内民、 (中本)

その関連でさらに実証的研究をすすめていかなくてはな目斗片山一一一一一 一三、ァ一一一一一一一一一一一一一一一一一一

らない i 時恥九よ¥ (端緒)

注1)例い鋳物業側翠)では，技術約酬の変化と若年労働力不 γ中子工去一一〈三三三二、鋳物経験者

iZZE主35221fh'ぷ;;:3;ずを含めた多 ! 溶解ヱ~渡b胤など)
未経験者(中高年労働カ)i 砂処理工

し一後処理工

雑役ヱ
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読譜指導の原理とその方法
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本論文の構成について

第1部読諮指導の原理

第1掌音楽教育における読譜の意義

はじめに

読譜の教育的意義

本研究の意図

脚註と文献

第2宝章読譜が成立しうるための基本的条件について

1.楽譜・読譜の定義，並びに読譜の過程について

・楽譜の定義

・読譜の定義

・読譜の成立しうるための基本的条件と読諮の過

程

n.読譜指導研究

・我が関におけるま定譜指導研究

④実践者の研究

@理論研究者の研究

一特に島問譲氏の提言をめぐりー

.諸外国における読譜指導研究

一特にR.G.Petzold研究をめぐってー

.ベッオノレド研究にTこいする若干の論及

榔注と文獄

第3章 音表象の形成と音楽の慈味の把握・理解につ

いて

I.コミ品ニケーション(意味の伝達としての音楽)

n. L. B. Meyerの音楽の意味について

@音楽の意味

@音楽の様式と学習

T苦楽の様式と学習をめぐって

パター γ知覚の原理

思考・記憶・期待

@メイヤー理論のまとめ

国.第一部の総括

一読諮指導の方法を導きだす原理としてー

脚注と文献

第2部読譜指導の方法

第1主客 様式感テストの作成

はじめに

トテスト作成について

1. 小学校教材の分析

分析に使用した教科霧

分析された教材

2. テスト簡としての11項目の作成

病1注と文献

第2主主 様式感テストの実続

1.テストの対象と実施(ペーパーテスト)

1. テスト対象

2. テストの実施方法

3. テストの結来と分析

q:，時前予備テストについて

その分析と結果

@本テストについて

その分析と結果

n.テストの対象と突施(読譜の実際テスト)

1. テストの対象と実施方法について

2. テストの分析と結果

m.発見しえたことについて

本研究の意味と今後の課題

一読譜指導の方法をめぐってー

あとがき

脚注と文献

補足:Meyer， L.B.“Emotion and Meoning" 

第一意の rTheMeaning of MusicJの項の翻訳

日 249-



教育学部紀要第 18号

以上が本論文の構成である。紙面の都合で各章毎にま

とめて要約したい。

第 1重量 音楽教育における読譜の意義

一本研究の意図を含めてー

読譜の教育的意義としては，記諮の歴史的背景，その

機能などの考察に立腕lして，読議は音楽学習を自発的，

創造的たらしめる原動力と考える。これまでの教育実践

では，読譜カの極めて低いことが，しばしば論義の対象

となってきたが，その原因をめぐって，有効な解決の方

繁は，模索の段階で、あった。こういった現状に，できう

る限りでの実証的手法を援用して，康問の分析から音楽

教育における教育内容の問題にまで触れて，提起された

問題にたいする有効な教育プラ γの原浬とその方法を試

案することが研究の意図である。

第 2章読譜が成立しうるための基本的条

件!こついて

一読諮研究の現状を含めて…

読譜・楽議の定義から，読識が成立しうるための基本

的条件を，

@楽典または音楽を表現する記号の理解

⑪音表象の形成と音楽の意味の把握と理解

の音楽を再現するための筋肉のコ γ トロールの問題

以上三項目を設定しこれから読諮の過程を考えると，

印刷された頁を観察し，そこに記されている諸記号がど

のようにひびくのかを考えながら，経験として記憶され

ている音型を想起しそれとの尚一化のもとに歌うことや

楽器で演奏することによってそのひびきを突音化すると

いう三段階を踏むわけである。このま定諮過程から研究領

域が明確になるのだが特に本研究では，@に焦点を当て

。
た

これまでの我国における読諮指導研究な統括してみる

と，その研究が結実しない理由としては，研究方法につ

いての論義が不在であったために， ~隣人研究が慾意的で

あり，一般化の質さと持ちえなかったと考えられる。今後

環論研究者と実践者の協同により，方法論の確立→笑践

研究→法則の一般化を目指すことが焦蔚の開題となる。

以上の問題に示唆する研究として，ウイスコ γシγ大

学の R'G. Petzoldのおこなった研究があり，その研究

から研究方法についての足掛りを得た。すなわち，初等

教育レベルでの子どもたちにとって読譜が閤難であるの

は，視覚刺激として提示された音楽刺激を内的に聞くこ

とがで‘きないためで、あった。音表象の形成や音楽の意味

の理解・把握が十分でないために読諮が成立しえなかっ

たと震える。

第三重量 管表象の形成と音楽の意味の把援

理解について

一読譜指導原理を導びくために， L. B. Meyerの理論

をめぐってー

シカゴ大学のし B.Meyerは音楽の怒味論を展開し

音楽をコミュニケージョンとしてとらえ，音楽の意味を

指示的意味と兵現的意味とにわけ，後者に分析の焦点を

当てた。彼によると，音楽的意味は或る事象にかかわっ

て期待が生じるところにあるのである。期待は我々に内

化している或る音楽様式にかかわって生じる。様式とは

社会的文化的に規定されている音運動のひとつの内化さ

れた確率系であるから，それによらない，すなわち我々

の関きま日らない音楽は期待を起こさせえないために意味

を持ちえないとした。

ここからメイヤー理論の音楽教育へのアプローチが必

然的に出てくる。すなわち，音楽教育における教育内容

は，教材における様式であり，その様式を教えることに

よって，音楽が荷なっている伝達の機能が逮成されるの

である。

音楽のE毒性であるゲシタノレトにおける体制j化の法貝Ijに

支配されるのであるが，その体制化の法則の内容は先験

的ではなく，各人の経験の種類，すなわちある様式の学

習によって記憶されているものに規制されるのである。

音楽的経験，すなわち学習をめぐっての記憶，思考，

期待などにかかわるゲシタノレト心潔学の援用によるメイ

ヤ一環論から読ま普指導の際涯を毒事びき出すとつぎのよう

になるであろう。

1. 或る様式に属する作品をシγプノレな形で意識的に内

化させる。そのためには，短かい音楽的断片を意味が

生起しうる%で与え，知覚の訓練とともに様式の内在

化を計る方法を試案ずる必婆があろう。

2. 楽譜を媒介として，その様式の基本的な構造を教え

る。音楽的シンボノレ理解と王子行して，内{じした， また

は形成過程にある様式から想起しうる音表象と音楽的

シγボノレの同一化について，その習慣形成を促進させ

る。

3. 思考をうながすことによって探索領域を広げ，他の

様式への一般化をも試みるよう動機づける。

以上三項目にまとめたが，これはほぼ学年段階に照応

するであろう。第2部では，これらをめぐっての方法が

試案されることになる。

第 2部読譜指導の方法

第 1章様式感テストの作成
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1. 現在使用されている教科書 1年か

ら6年までの必須教材 102治を調べ

て，西洋古典の様式で警かれた長認

の幽 86助言どその終止において分析

した。そのさいに歌詞との関係をも

考雇ましなるべく数値の音からなる断

片を抽出した。

2. 終止形をとったのは，第1部で述

ベたメイヤーの意味の三段階を決定

的に規定するためであり 4小節の

プレーズで作成したのは，子どもた

ちの視覚知覚において，いくつかの

音をグルーピγp令してそれに反応す

るよう習慣形成を行なう必要がある

ためである。

3. 終止の音楽譜索以外のメロディ…

については， Petzold 研究を参照し

ながら，子どもたちの教材にあるき

わめてありふれた瀕度数の多い首長片

を組合せて，しかも特定のメ Pディ

ーに似せないように配慮した。

4. これらのテスト須闘においては，

示された予測音以外の音は，その音

をはさんで前後の音の関係でみる

と，小学校教材では，使用されてい

ないのであるが，様式内で許容され

る音もあるわけで、ある。たとえば

No.lにおける予測習は(レ)である

が， (ジ).または(ソ)も許容される。

しかしテストの分析では一応これら

のことは考察の対象から外した。

5. 作成されたテスト項目の背後に

は，西洋古典様式における完全終止

の際の和声進行(I-!V-V-I)が

配慮されている。

読譜指導の原理とその方法
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完全終止をめぐっての様式感テスト
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テストの実施について

一分析，結果，発見しえたことを含めてー

テストの実施にあたっては，事前予錆テストとして，

様式感がある程度獲得されているとみてよい被験者に行

ない，テストの妥当性を検証してから，そのデータとの

比較において本テストのデ…タ分析をおこなった。テス

トはベーパーテスト並びにテスト項目 No.1使用による

読譜の実際テストを行ない，後者のためには録音により

資料会得てそれを分析した。雨テストともにま定譜指導が

四 251由

第 2章
第1音sで導き出した原理を実際衝で展開するために

は，子どもたちに或る様式が，学習された経験としてど

の税度獲得されているのかをみることと，様式感獲得の

ストラテジの試案が必要になるわけでト，以上の問題から

教材の分析を行ない，その様式を西洋古典様式に限定

し，できる限り基本的な構造，簡潔性，妥当性を満足さ

せうるよう配曜ましながらつぎのような 11のテスト項目

を作成した。

つぎにテスト作成についての留意点をいくつか述べよ

う。
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本格的に行われる，小学校三年生から六年生までを対象

に，積立の点で平均的な学校を標本校にえらんで実施し

た。テストから発見した主な事柄について述べる。

1. 或る程度様式惑を獲得しているとみられる被験者に

おこなった事前予備テストで，被験者は三三度の試みで

すべての項目について予測音を選択しえた。なおこの

試行の過程で選択した音はすべて様式内で許容される

音であった。この被験者は第一四の試行においてテス

ト項目 No.2.3.4. 6. 7. 8の計6項目にたし、して予測

習を選択した。なお読譜の笑堅実テストではほぼ正しく

全項目を読議しえた。

2. テスト項自の難易度については，易→難に主主べてみ

ると， No.2.7.5.11.10.8.3.9.4.6のJI廃になり，音階

的j際次進行の中の膏を選択するテスト項目については

務易であるが，者緩が縞広く動いて終lI::~こいたるもの

加線上に記譜されるものなどは，子どもたちにとって

困難であった。なお，数量的なデータだけではこの場

合様式感獲得の度合について言えない。というのは視

覚的に，推52によって音を選択した度合が出てこない

からである。従ってペーパーテストと隠時に読諮笑際

テストが行われそれとの関連でこの点をより明確に解

明する必要があるのである。なお，この難易度にかか

わって，事前予備テストの被験者は，第一聞の試行に

おいて No.4と 6について予測音を選択している。本

テストではそれぞれが 437名中の 34名と 7名であっ

た。このデータから事前予備テストの被験者のデータ

は指標となりうるであろう。

3. 様式感を獲得している子どもたちの数はノ、長調の資

楽的、ンンボノレの理解度にくらべるとj緩めて少なかっ

た。被験者437名中 25名とみてよい。従ってこの 25

名の子どもたちが各項8を読譜しえたことになるわけ

だが，全体の読譜カは低い。

4. 以上 25名について調査すると，学年性別に関係な

くほぼ全員が就学前からの校外における鍵盤楽擦の学

務歴を持っており，進度はソナチネ程度以上を示して

L 、る。

5. 子どもたちの家庭におけるピアノ・オノレガγ等鍵盤

楽器の所有は全体の 68%強を示しているが，読譜カ

などとの関係でみると音楽学習への活用度が低いと考

えられるよう。

4. 様式感獲得のレベルに(この場合読譜のレベノレと言

いかえうるが)はいくつかの段階のあることが観察さ

れた。

A.第一聞の試行で完全に読譜が成立しえたもの。す

なわち様式感を獲得しているレベル

B.第一聞の試行では，テスト項目のメロディ一線を

ほぼ追うことはで、きたが完全ではなく，第二回の試

行，オルガンによる二小節半までの向時刺激呈示に

よって読諮を遂行しえたもの。すなわち様式慾の獲

得は不十分であるが，何らかの援助によって様式内

の音な選択しうるレベノレ。

C. メロディ一線は追うことができたが，オノレガγの

援助によっても終止を完結で、きなかったもの。すな

わち楽音の知覚については，実施されたテスト演目

税度には反応することができても様式感は獲得され

ていないレベノレ。

D. メロディ一線を追うことができなかったが，オノレ

ガンの援助によってやや正しく反応した。しかし終

止には歪らなかった楽音の知覚についても低いもの

E.なんらかの形をなした反応が助力によってもでき

ないレベノレ。

7. 以上のレベノレにかかわって，ペーパーテストにおけ

る's-項目に関する予測音の選択数が照応した。すなわ

ちAレベノレは6以上Bは4か5であり CDEについて

は不整で、あった。従って， このテストはA，Bレベノレ

の，すなわち様式感獲得の程度を十分ではないが検証

しうるであろう。

8. 学年を追ってこれらのレベノレ間に上昇が見られた

が，それは低次のレベノレ郊に現われたので、あり，様式

感獲得の臨界レベノレと考えてよし、 (B)段階への，また

は (A)段階への移行はみられなかった。

9. 男女における様式感獲得をめぐっての差すまないと考

えてよいが，校外における鍵数学習の経験者に女子が

多いため，それに照応する絡巣が現われている。

本研究の意味と今後の課題

本研究で知りえたことは，読殺の条件である音寺長象・

音楽の意味の理解把握，すなわち様式感の獲得が低いた

めに，読ま普が遂行できないということにあった。そこか

ら，義務教育の期間で民間の音楽教育に依存せずに，様

式感の獲得→読ま普カ→創造的・自発的音楽学習という環

が，子どもたちに育成しえないのかということにかかわ

って，実践面での教育のプラ γエングときめ細かな実証

的研究が課題になる。それをまとめると，

1. 作成した 11項呂テストの効果的活用。すなわち，

様式感獲得のために音楽学習の全体計画の中に，学年

段階を考慮してどのようにカリキュラム化するかにつ

いての計臨，実施，検証。

2. 音楽の要素としての担ズムにかかわってリズムの認

知， リズム反応，視覚刺激などの関係づけを発展的研

…252-



読譜指導の原狸とその方法

究として行なうことの必要要性。 一一一一一 "Music，the atrs and Ideas構Patternsand 

以上問題領域を限定して，実践者との協同のもとに組 Predictions in 20th-Century Culture" 1967 

織的に行なっていくことが課題となろう。 5) 上記 4)の文献の中に収録されている "Meaningin 

1) 第一主主主婆文献 Music and Information Theory"と"SomeRemarks 

J.L.~-セノレミ苦，美白宣告予訳、音楽教育と人間形成、 on Value and Greatness in Music"参照

音楽之友社 S.42年 6) Meyer 重量言語についての我国における研究として国立

R. L. Garreston "Music in Childfood Education" 音大の紀婆， 1.3.5.祭主主びに音楽学会 1968年誌などにお

Appleton-Century-Crofts， 1966 ける徳丸吉彦，波多野笠余夫氏の論文と， 、音楽告発の機

2) 第二家主婆文献 造4 渡辺譲著音楽之友松 S.44年参照

Leonhard. Charles and House. Robert W. "Founda- 7) このテスト宅質問は笑際のテストのかたちで載せてあ

tion and Principles of Music Education" Newyork. る。 No.1その他の( )の中に生徒は階名の記入を要求

Mcgraw Hill， Inc， 1959 される。矢印の偲所にメロデイ{が宮然に最後の(ド)に

3) 日本の音楽教育音楽之友社 1963~1969 年刊 向かつて流れるように音を入れることが妥求される。そ

新しい音楽心主主学関計夫音楽之友社 S.42年 の場合怒君主的な選択を避けるために前後と同じ音をえら

雑誌音楽教育研究 音楽之友社創刊 S.41年 5月月 ばないように指示される。またこのテストの他に，鍵量産

fU 学留の校外での経験の有無にかかわって期間，進度の記

R. G. Petzold "The Perception of Music Symbols 入が要求されている。

in Music Reading by Nornal Children and by Chi. 8) Meyer の意味の三段階とは Hypothetical mean揃

ldren Gifted Musically" Journal of Exoerimental ings， Evident meaningsそれに Determinatemeanigs 

Edncation. XXVIII June 1960 で完結する。

4) Leonard B. Meyer "Emotion and Meaning in 9) ハf是認 ド~ドまでの階名にかんする理解は 3年 83

Music" Chicago， The University of Chicago Press % 4年5年90%6年では 97%であった。

1956 読譜の笑際テストに使照した項霞は No.lである。
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一機能的構音障害児の語音弁5]1]能力と母親の態度一

後 藤

(教育d心理学研究室)

守

自

序

第1章機能的構音障害と語奇弁別能力との関係

奇1問題の所在

~ 2研究の方法

~ 3結果

~ 4考察

第2章機能的機音障害とパーソナリティとの関係

告1問題の所在

序

本論文では機音発達を規定する諸要因を分析するため

に，機能的構管障害児が研究の対象となっている。機能

的構管障害とは話しことばの襟準音のすべてを生産でき

ないものであワ，その原因として，生理学的，あるいは

神経学的基礎を認め得沿い話しことばの異常を指す。す

なわち，特定の言語奮が正しく構者できないために，話し

方そのものに賂き手の注意、をひいてしまうような状態は

すべて構奮の衛審であるが，言語降客のひとつのタイプ

としての機能的機音障害はその中の特定の場合だけを指

しているわけである。従って，口議裂兇，難聴児，脳性

~ひ児の多くは構音に異常を持つ児童量であるが，機能的

構音罪事害児と区別する必要さがある。

構音障害児の症状については，ほとんど，どの文献も

一致して音の省略，重量換，歪みの3点をあげている。た

とえば，タカナ(魚)，テγテー(先生)と S音を t膏に構

音している場合などは音の置き換えであり， ブアソコ

(ぶらんこ)プオベア(プロペラ)などと構音している場合

はr奮の君主絡である。歪みとは重量き換えでも省略でもな

いが，その音らしく関こえない音に対して用いられる。

次

~ 2研究の方法

皇3結采と考察

第3宝客 機能的構者障害と母親の態度との関係

~ 1問題の所在

~ 2研究の方法

~ 3給巣と考察

第4j震結論と今後の課題

このような言語症状を持った機能的機音博警況は言語

治療教育の対象のかなりの童話分を占めており，その割合

は金主言語障害児数の約 50~70%を占めている。それに

もかかわらずその言語治療は多分に臨床的経験に基づい

て行われているのが現状である。その理由のひとつは機

能約機膏待客の研究がまだ十分な研究成果をあげていな

いことに起因している。

機資発達に関する研究はわが国においても，次第にそ

の数を土脅してきでいる。しかしながら，これらの研究の

多くは，話しことばの構音能力におけるアウトプットの

側商に注意が向けられているものである。それは乎均的

発達を示している子供の話しことばに見られる平均的発

達パター γを理解するにはそれなりに有益であるけれど

も，構音発達に問題を持つ児童の場合その問題の本質を

緩解したワ治療計額を立てたり，予後を推定するために

はあまり役立たない。構音湾審兇の診断，治療，予防に

とって特に必要なのは乳幼児期の構者発透過程に影襲撃を

及ぼす諸要因についての知}主である。しかしながら，こ

の問題についての正確な知識は非常に少ない。

われわれは機管樟害児についての臨床的知見を手がか

りに，この問題に接近するひとつの試みとして主として

イγプットの側濁から構音能力の発達を捉えようとして

国 2部四
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いる。本論文では，機資能力の発達の基礎的条件として

線覚的フィードパック機構の形成を想定している。つま

り構音障警の問題を聴覚的フィードパック機構の問題と

してま従え，特に， これを測定可能な言語音弁別能力の発達

との関係において解明しようとしている。以下の各主主に

おいて，この諮音弁別能力と機資降努との関係，構音障

害とパ…ソナリティとの関係，構音障害と母親の態度と

の関係，といった研究内容をとりあげたのは以上のよう

な問題意識による。

第 1章機能的構音障害と諾音

弁別能力との鴎{系

s1. 問題の所在

機能的機音障害児は無意識に誤った構音を繰り返し，

その誤りに気つ号いていないということは臨床約にしばし

ば指摘されている。すなわち，機資障害児の場合，自分

の機音した音を聴いて，それを穣準音と比較してその途

いを聞き分ける機能が十分ではないというのであるo

Van Riperは，構音障害児は聴覚的，触覚的，運動感

覚的にそニターするフィード、パック機構に問題があるこ

とを指摘している。

われわれは聴覚的フィードパック機構の形成を聴覚的

言語音弁別能力の発達という観点、から捉えて，この謡音弁

別能力の発達の異常もしくは機能の低下が構管障害児の

その後の標準謡音の獲得過程にどの程度影響を持つもの

かを，縦断的方法衣用いてその障害の待照的変化を分析

し，構音降客と語音弁別能力との関係を明らかにしよう

とする。同時にまた，謡音弁別能力のi嫁審の程度が構音

障害の議症度を示すひとつの指標となり得るか念切らか

にする。

S 2. 研究の方法

調査は43年9月と 44年9月の 2皮に渡る構音検査に

よって構成された。

第 1次機音検査(43.9):凶館市内の全小学校に在籍して

いる第1学年の児童3，354名(努 1，701，女 1，653)全員に

構音検査を実施し，構音障害の疑いのある児童を選別し

た。更に，これらの児家を誤った音についての謡音弁別

能力の程度によって2つのグループに分類した。(表1-

1) 

第2次様策検査(44.9):上記の 2つのグループの構索隊

害児を第 1次構音検査と問ーの判定規望書，検査用具を用

いて，構音の異常の稼度，言苦音弁別能力の程度について

検望ました。(署長 1-2)検査結果は雨群の降客の変化を見る

ために 3段階に分類された。

S 3. 結果と考察

表 1-3は謡音弁別機能の良好な構音障害児群と諮音

弁別機能に鯵答のある機資降察児詳の構音の異常の 1年

間の変化の状態をまとめたものである。この丙群の機資

の変化に慈が見られるかどうかを見るために， j笥群の児

童を変化の見られた児議と変化の見られなかった児支と

に分け検定をした結果， j時群に 5%水握手で統計的に有意

な去をが認められた。また，言苦音弁別能力が降護資の再学

習にどの程度影響を及ぼしているかを見るために，間群

の児童量を構音の正常になった児童と改警の見られぬ児童

とに分けて差の検定をした結果， j時群に 1%水準で有意

な差があることが切らかにされた。

以上の結果より，言語音弁別機能が，構務障害児の誤っ

た機資の干等学習に貢献していることが明らかとなった。

同時にまた，謡音弁ZJU能力の劣る児童群の方がかなり，

その降客が[jjiJ定化していることが明らかになったわけで

ある。われわれは言語音弁別能力の緩度が構王手降容の際空与

の程度に関係があるのではなし、かと考えていたが，この

結采はそれを災づけたように怒われる。これらの結巣は

i際音降客の判定やその重症度の指襟としても有益であり

その意味では言語治療における治療計画や治療効果の判

定のためのひとつの手がかりとしても，ある程度の主主味

を持つのではないかと窓、われる。

第 2輩機能的講音障害と

バーソナリテイとの関係

S 1. 問題の所在

従来の構音降客とパーソナリティとの関係についての

諸研究念概観してみるとその研究結果によって大きく 3

つに分類され得る。すなわち，荷者の関係を認める研究

と認めない研究，相矛盾した研究結果を得た研究とに分

けられる。しかしながら，これらの研究はニ，三の研究

者が指摘しているように，いずれかに一般化し得る決定

的資料を得るまでには:'Eっていない。このことは，この

穣の研究が少ないということだけではなく，対象児童の

選定と研究方法に問題がある。

われわれがとりあげた構音障害児は聴覚的フィードパ

ック機構に問題を持つ児家，すなわち諮音弁別機能に陣

容をきたしている機資障害児が分析の対象となってい

る。われわれは，言語音弁別能力は聴力とは違って成熟を

必要とし，環境との相互作用の中で発達するものである

という前援に立っており，そこから語音弁別機能の障害
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はかなり環境要因と関係があるのではないか，と推論す

る。特に，議音弁別能力の発達は機音の発達に先行して

獲得されるものであるから，乳幼児婦の環境姿図の影響

は大きい。従って，構音障害の問題はパーソナリティの

形成要因と無縁のものではない。ここに語音弁別機能に

障害のある構音降客児を対象にした理由のひとつがあ

る第2の怒由は，重度の構音降客児の適応の問題を切ら

かにすることにある。第 l議で言及した通り，言語音弁別

機能iC障害のある構音障害児は臨床的に見るならばかな

り主重症な構音降寄児である。従来の研究では，この障害

の程度にあまり配慮をしていない。パーソナリティを測

定する指標としては，矢田部ギノレフォード性格検交を用

し、る。

S 2. 研究の方法

対象児愛は誇音弁別機能に障害のある機管障霊祭児 32

名とその統制群 32名である。これらの兇愛はいずれも

総力および機資器官が正常な児童であるσ 表2-1は雨

哲学の知能指数の平均および機資検査施行時における年齢

の平均を示したものであるが，この表に見られるように

商苦手の知能指数，年齢には全く室長がないとぎってよいで

あろう。南若手のマッチングの指標は，年齢が4カ月以

内， 1 Q 5点以内であるc また同地域に居住し，同じ小

学校に通学している向性の児支が統制若手として選ばれて

いる。またF母親の職業，母親の年齢などにおいても丙若手

には差がない。(表2-2，表2-3)

上記の対象児童群に矢間部ギノレフォード性格検変を実

施し，その結果を尺度， ~母子，プロフィーノレの 3 つの水

準で分析する。

S 3. 結果と考察

問群の矢田部ギノレフォード性格検査の結果'a'各尺度別

に標準点に換算し，その平均値安プロフィーノレに描いて

みたのが図2-1である。この図を見ると標準点、3を中

心に，ほぽ対称的な形で、プロフィーノレヵ:描かれている。

すなわち，持事音量障害児群は概して，左下が9のプ口フィ

ーノレを描いているのに対して，正常児童量若手は右下がりの

プロフィーノレを措いている。これらの裂はそれぞれ，不

安定消極製 (E裂)，安定積複製(Df型)に対応するもので

ある。

次tこ，両者干のそれぞれの児叢のブ。P ブィーノレの内訳を

見ると表2-4の通りである。このフ。ロフイーノレの分布

を見るとi湾群の分布が切らかに透っているのがわかる。

特に， E型， B型， D裂においてその違いがJiI.られてい

る。この分布の遠いについて P検定してみると， 1% 

水準で統計的に有意な差がある。

尺度レベルの分析結泉では 12尺度中9尺度に有意差

が見られた。(楽2-5)，また，因子レベノレでの分マ析結

果では表2-6に示す通り，情緒不安定，社会的不適応

自己統制，主導性の各鶴子において有意義・が見られた。

以上の「漆の分析によって，構音障害児若手とま常児若手

とはパーソナリティ特性において途いがあることが鈎ら

かにされた。再審手のプロフィーノレは，図2-1にJiI.られ

るようにかなり，特徴的であり，また，その室長も顕著で

あったように思われる。葬毒音障害児若手のプロフ 4ーノレは

いわゆる不安定消極裂といわれるもので，辻隠によれ

ば，ノイ P ーゼ型で，みずからの内部に問題を持ちやす

い適応力の弱いタイプであり，内向的，非活動的なため

学校などでは問題が発見されにくい児主主である。この傾

向は尺度レベノレ，間子レベノレでの分析結果ともほぼ対応

する。本研究でとりあげた構苦手陣努児群がすべて誇資弁

別機能に障害のある児露であることからみて，このよう

なパーソナリティ特性を結果せしめた姿閣と議音弁別機

能の障害を規定する要因とには関係があるかもしれな

い。また!湾時に， ~務審降客は単独に発生するものではな

く，俄の問題行動とも関係があることが予想される。

第 3軍機能的措音障害と

母親の態度との関係

S 1. 問題の所在

前章で見たように語音弁別機能に障害のある檎音陣容

とある穫のパーソナリティ特性との問に関係があるとす

るならば，そのようなパーソナリティ特性を生じさせる

ような家庭環境と謡音弁別能力の発達との間にも関係が

あると考えられる。 McCarthy，Beasleyらは，

や吃音のような機能的ぎ諮降客がその子どもに対する家

庭の望ましくない養育の反侠として生ずる可能性を指摘

している。特に，これらの研究者は子どもの初織の発声

や次に続く音戸の議:や質の確rL!こ母子関係の重要性を指

擁しているo Milisen は~・語障害の発生に作用する潔境

的要因として，具体的に 10項目をあげているが，これ

らの環境要I2SIlit、ずれも乳幼児期における母子関係の形

成にあずかる基本的要因でもある。また，これらの要閣

は聴覚的フィードパック機構の形成にとっても重要なも

のである。われわれは，聴覚的フィードバック機構の形

成左大きく 3段階に分けた。第 1 は主主後 2~3 カ月頃か

ら見られる発F与を調節する段階，第2は報酬価のある音

を母親を媒介としてとり入れ，その刺激そ自分で作り出

そうとする段階，第31土自分の出した音と母毅の出した

-257-



教育学部紀要第 18Jj予

音とを比較照合する段階である。第3次聴覚的フィード

パック機構の形成の中で特に君主婆なのは，謡音弁別の機

能である。言苦音弁別能力の発達は神経組織の成熟によっ

て制約な受けるが，更に，第1次，第2次の聴覚的ブイ

ードパック機構の段階的形成の程度と，その後の母親の

いわゆる社会化の底力の設と質によって規制されるので

はないかと思われる。その意味では，聴力とは質的に異

なる発達的性質を持つものであるといえる。

従って，誇音弁別機能に陣容を持つ構音障害児の場

合，議ましくない母親の態度が子どもの諮音弁別能力の

発達に影響を及ぼし，その給条，構音の障害という形で

表われるのではないかと推論する。

S 2. 研究の方法

研究対象は，第2掌でとりあげた構音障害児32名と

その統制l群および潤群の母親である。(表2-1，表2-2

表2-3参照)河群の母親のそれぞれに，国研式親子関係

診断テスト，親子言語関係診断テストを実施し，また児

童群には CCP(親に対する認知像の検査)を笑施する。

S 3. 結果と考察

図3-1は， ~奇群の母親の態度をそれぞれの型ごとに

パーセンタイノレの平均値を算出し，これをプロフィーノレ

に描いてみたものである。この図を見ると，構音障害児

苦手はどの型も概して標準より低く， 20~30 パ…センタ

イノレの間にあるo このパ--tンタイノレの範聞は，いわゆ

る準危険地帯に該当するものである。一方，正常児群は

消機的拒否型合除くとすべて良好な範囲にある。この結

巣について各態度ごとに丙群の差の検定をしてみると，

厳格，期待，二子渉の各態度裁に 5%水準で有度差が認め

られた。首従型においても，有意な室長ではないが，その

傾向があることが認められる。表3-1表3-2は，

上記の8つの態度裂を拒否型，過支配型，過保護型，過

服従型の 4類裂にまとてめ慈の検定をしてみたものであ

る。結果は，過支配書道において 1%水準で統計的に有意

皇室が見られた。すなわち，構音障害児群の母親の方が，

正常児群の母殺と比べて過支配的傾向があることが示さ

れたわけである。拒否製，過保護裂，過淑従裂では，い

ずれも有意書室が認められなし、。ただし，過保護裂におい

てはPく0.10であるから，ある程度の差は認められる。

以上の諸結果から，機音際審児の母親の態度はあまり

襲安しい状態ではないことがわかる。特に，過支配，過

保護傾向の問題性を指摘することができる。すなわち，

厳格，期待，干渉の各態度特性ーから，子どもに対する愛

情を背後に抱いている反面，かなり過度な支配によって

子どもに圧力を加える母親として，機音i障害児の母毅を

3もることができる。従って，このような母子関係におい

ては，子どもはかなりのストレスを受け院また不安感を

抱くのではないかと怒われる。これらのことは誇王子弁別

能力の発達にとっても，また，他の行動の学習にとって

も望ましいものではない。

親子言言語関係診断テストの絵采は，すべて項目ごとに

分析された。その分析結果を総合して話しことばに対す

る構音障害警児の母親の態度を見てみると大きな問題点と

して次の 2点があげられる。そのひとつは，子どもの特

徴ある話し方(たとえば赤ちゃんことば)を受容する傾向

があるということ。もうひとつは，ことばのしつけ方そ

のものに一食性を欠いていることである。このような態

度傾向は子どもがIEしい構奮をしようとする意欲を動機

づけるものとはならなし、。また，言霊音弁別能力の発達に

とっても十分であるとはいえない。

CCPの結果については，上記の 32名の構音障害児の

仁ゃから，全場面の反応の比率が1JR>1JA，1JR く1JA，

1JR =1JA である 3事例を抽出し分析した。これらの事

例は，一見，子どもの認知した母親像が違うように見え

るが，各場部ごとに分析してみると共通の反応傾向が見

られる。それを列挙すると次の通りである。

出救助場面の反応がし、ずれも標準と著しく違って，

1JR> 1JA となっていること。 それに対して独立場前で

は全くこの逆であること。

(2)1JRの内容が主としてP反応によって占められてい

ること。

(g)いずれの事例でも， R反応 反応、などが見られ，

それが，救助，親和場面に特に多く克られること。

以上の 3点は，そのまま， 1誇音降答兇の母親の態度の

問題性を代表しているように窓、われる。すなわち，構音

障害児の母親は支配性を中核として，自分勝手なあいま

いな態度を持っており，特に，救助場頭の態度が議まし

くない。まずこ，各場衝によって態度の変化が大きく，従

って，不安定な，かつ一貫性を欠いた態度を持つ母親と

して子どもに認知されている傾向があると見ることがで

きる。このことについては，後日，全員の結果を分析し

篠かめることにする。

第 4章結論と今後の課題

機能約機音障害を言霊音弁別能力の発途上の問題として

捉え，その発達を規定する要図の分析を試みた。機管発

達過程における構音修正，定着活動の重姿な要因として

聴覚的フィードパック機構の{動きを想定し，とりわけ，
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謡音弁別機能が標準語音の獲得に及ぼす影響を見るため

に，語資弁別機能の良好な構音障害児群と降客のある構

音棒害児群とをその障害の待問的変化の点から比絞分析

した。その結果，諾音弁別機能が構音修IE活動にとって

かなり重要であり，また，構音障害の重症度の指標とも

なり得ることが明らかにされ，構衰障害と喜善音弁別能力

の発達とには関係があることが見出された。このことは

次のように解釈されるのではないだろうか。すなわち，

幼児が構音障害的な構音の仕方から次第に正しい構音を

獲得していくのは，聴覚的フィードパツグ機構の形成の

中で語音弁別能力が発達し，それによって自分の出した

音を標準音と比較，照会し，正しい構資の仕方に修正し

ていくためではなし、かということである。従って，この

聴覚的フィードパック機構に問題がある場合，その結果

として，機資捧害という形で現象化するのではないかと

解釈されるわけである。それゆえ，構音障害の問題の解

明のためには，その背後にあって諮音弁別能力の発達を

規定する務委闘を明らかにする必要がある。われわれは

特に，この点に着窃し，構音障害児のパ…ソナリティ，

および母親の態度を第2主主，第3主主で分析した。その結

果，構音符警とパーソナリティとの間に関係があること

が明らかとなり，更に，母親の子どもに対する態度とも

関係があることが見出された。このことから，謡音弁別

能力の発達を規定する婆図として，母親の態度が関係し

ているのではなし、かとし、うわれわれの仮定はある程度支

持されたのではないかと怒われる。同時にまた，以上の

一連の研究結果より，構音障害警の問題はその児童の情緒

性，社会性の発達の大きな図式の一部であるという推論

を導くことができるのではなし、かと恩われる。

本研究は，緩めて大まかに，構音障害の問題を母子関

係との関連の中で捉えてきた。また，母殺の態度につい

ての分析資料には時間約ずれがあり，検査用具の妥当性

の吟味も十分ではなし、。その意味では，本研究の中心課

題である語斎弁別能力の発達と母親の態度とが，直接的

な対応関係の中で究明されてきたわけではない。従って

本研究の問題は，その解明の絡についたばかりであると

言ってよい。

しかしながら，以上の一連のアプローチによって，語

音弁別能力の発達と母親のしつけ態度に関しての仮説を

立証し得る手がかりを得たので、はないかと恩われる。従

くもっと親子関係の微細な局面，とりわけ母子関の言語

的相互反応を分析し，構音障害児の母殺の様止な態度の

複合の仕組を明らかにしてし、く必要があると思われる。
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表 1-1 機能的構音障害児の諮音弁別能力の穏度によ

る分類結果(1968.9)

被 験 者 数
機吉量約機音
障室喜児数

男
一
女
一
計

1， 701 

1. 653 

3.354 

出
一
陥
一
目

表 1-2 第2次構音検査対象児愛(1969.9)

務管弁別機能良好 i謡音弁別機能降客

2正「一一 74

って，今後の研究課題は，構音障害児の問題を情緒的， 表 1 3 雨構音障害児群の構音の異常の時間的変化

社会的発達の一部として捉え，その観点から語音弁別能 γ 

カの発達を縦断的に追跡し，同時にそれに対応する母子

関係宏分析するという方向にある。特に，親子関係の分

析にあたっては，一般的な親の態度を分析するだけでな
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表2-1 機能的構音障害警児群， IE常児苦手の知能指数お

よび年齢の王子均

年 齢(擦母準喜在儲請2蕊霊J

9侃丘5.8叡(11.必紛)I 械
9幻7.5α 1.4 わ I 8 歳糊0.0月〈は3正.2月〉

表2-2 機能約機音障害児群と正常児群の母親の年齢

構成

表2-3 機能的機音障害警児群と正常児群の家庭の職業

署長2-4 得意字の児童のY-G性格検査プ。戸ブイーノレの

分布

表2-5 河群の尺度別検定結果

掬うつ依

@]崎i役傾向
※ 

N. S. 

劣等感
神経質

客観性欠如

協綴性欠如

攻聖書約
のんきさ

一般的活動性

思考約活動性

支配役

社会的外向

E員採主張
※※ 
※ 

E詰※E話
予詰※吉正

予軍

N.S 
N.S. 
※※言語

※※言語

表 2 3 丙群の因子別 X2検定結来

情緒不安定
社会的不適応

滋己統制

活動性

主語審性

※ 
F臣※
E器禁
N.S. 
P盟※※

表3-1 狗若干の母親の態度裂の分析(その 1)

消極的拒否裂

積機的f臣官製

厳梼裂

期待裂

干渉型
不安主主
溺愛裂

'i1l'従塁塁

N.S. 
N.S. 
7買
※ 
※ 

N.S. 
N.S. 
P(O.lO 

表 6-2 丙若手の母親の態度裂の分析(その 2)

i過保護裂
i語版従裂

(訟)※※※

※※ 

31< 

0.5 %以下の危険率で有怒

1%以下の危険率で有意

5%以下の危険率で有笈

N.S. 
※※ 

P<0.10 
N.S 

図2-1 雨群のY-Gt生絡検査のプ戸ブー/レ

抑うつ性小 抑うつ性大

気分の変化小 気分の変化大

劣等感小 劣等感大

神経震でない 神経質

容観的 金銭的

協調的 非協議的

攻撃的で幸い 攻撃的

のんきでない のんき

~F 活動的 活動的

思考約活動小 思考的活動大

綴従約 支配的

社会的内向 社会的外向

一260-



言語発達と家族関係

図3-1 問若手の母親の態度のプロフィーノレ

(盲従昔話)

Aー網開ー附構音院事筈児君宇

呂ーー一正常児群
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