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生涯教育についての一考察

生涯教育についての一考察
一政府・財界の生漉教育構想の特質一

A Study for the Plan of ufe-Iρng Education 

by the Government and the Financial Circles 

藤 沢建

概 要

70年代における生涯教育をめぐる政府・財界と国民との真の対立点は、国民の教育要求の高まりに

ζ たえて、生涯教宵の体制をどう制度的に確立していくかという点にある。しかし ζのζ とは、臼本

の労働運動・教育運動の間では、必ずしも共通の認識にはなっておらず、政府・財界の攻勢に対して

著しい立ち遅れをみせてい~といってよい。その原閣には、国際的な水準をふまえていないこと、政

府・財界の攻勢をイデオロギー攻勢にわい小化してとらえている ζ と、国民の教育要求を正しくとら

えていない ζ と等々、いくつかあの、それらの早急な克服が要請されている。本稿iま、棄に国民のた

めの生涯教育体制を確立するためには、如何なる課題が設定されなければならないかを明らかにする

ための作業の第一段階として、ともすれば観念的な把握におちいりやすい生涯教育論号をめぐる論議を

克服するために、まず、政府・財界が構想、している主主渡教育体制を具体的に把握する ζ とを課題とし

ている。そのために、 ζれまでも部分的には取り上げられながら、なおかつ、生涯教育構想、の全体像

の把握という綴点からの検討が極めて不充分である70年代にはいってからの中教審・社教審答申、経

済計画、白経調報告書等の一連の文書の検討を行なった。そして最後に、生涯教育構想が提起する独

自の課題である学校外教湾の組織的・制度的擁立に係る若干の論点について言及したが、基本的には

国際的な動向をも含めて、続穏を予定している。
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序

1970年代以降にむけての政府・財界の教育政策の基本理念が、少なくとも表蘭的には生涯教育論

にある ζ とは、今日では局知の事柄である。しかもそれは、単に日本に於てだけではなく、菌際的な

動向である ζ とも疑いない。

生渡教育思想の康史的系譜は、遠くキケロや孔子にまでさかのぼる ζ とが出来るといわれており、

また、第二次位界大戦後に限っても、たとえば1947年 7月にフランス政府に提出された「ランジュヴ

ァン・ワロン計画Jにすでに生涯教育思想、が具体化されている ζ とをみる ζ とができる。(1K2) しかし、

1965年に、当時のユネスコ教育局継続教育部長ポール・ラングランがパりで縄かれた第 3田成人教育

推進国際委員会IC.r主主護教育についてJ(めと題するワーキング・ぺ F パーを提出し、それをもとに討

議した問委員会がユネスコに生渡教育の原理を承認するよう勧告して以来、生涯教育論は国際的に新

たな脚光を浴びるようになったのである。たとえば、菌速は 1968年12月の総会において、 1970年を

簡際教育年 (International Education Year)と定め、ユネスコがその総合的な共通目標(12項目)

を設定したが、その中の一つに、総合的な生涯教育の提唱が掲げられており、また197反引ζユネスコ

が東京で開いた第 3回世界成人教育会議においても、生涯教育の不可欠の一部としての成人教育とい

う観点が強調されている。ω一方、 OECDでも1970年?月にコペンハーゲンで「労働生活を通じての

継続教育訓練JCcontinuing training and education during working life)をテーマに国擦会議

を開いており (5) またILOでも、 1974年には「継続的な教育及び訓練の政策l6)としての f有給教育

休暇 (PaidEducational Leave)花関する条約及び勧告jを採択するに至っている。

ζ れらの菌際的な動向にも象徴される 19佼咋代後半以降の生涯教育論の興隆は、それが菌擦的な

レベルで問題とされているという点でも、すでにそれ以前の生涯教育論とは段階を異にしているとと

がうかがえるが、しかし、先進資本主義国と後進国(いわゆる開発途上盟〉では、それぞれそのもつ

意味を異にしているのすなわちそれは、後進国においては、教育水準の極端な低位性のもとでの、主

に識字教育を中心とした後進役からの脱却のための一手段であるのに対し、(7)先進資本主義閣におい

ては、本賞的には、 60年代以降の高度に発達した生産力水準のもとでの園民の教育婆求の高ま ηを反

映したものであり、現代科学技術革命の所産としての性絡をもっているといえよう。

ζ うして60年代半ばtζユネスコを舞台として提起された生涯教育という新しい観点は、いち早く

日本の政府・財界の教育論tと取η入れられ、 60年代の終りから70年代の初めにかけての一連の文警に

登場するにおよんで、今後の日本の教育のあ灼方に係る一つの重要喜な論争点として浮きぼ吟になって

きたといえよう。∞そのはし ηをなす69年5月策定の「新全国総合開発計緬Jでは、 「前文Jの r2

新しい社会への対応、jの中で次のように述べているo

「わが国においては、今後労働力不足への途をたどりながらもいっそうの発援を持続し、情報化、

国際化、技術革新の進展に伴い、いわゆる第 2次産業革命が急速に進み、情報化社会と呼ばれる新し

い社会が出現しよう。 Jrこのような新しい社会に対応して人間能力を生涯にわたって開発し続ける

ζ とが必要となる。 ζのため、個性の発展と社会的、職業的適応能力とのパランスを顕めつつ、学校

教湾、社会教育、職業訓練等後通じて、新しい人間能力の開発システムを確立しなければならない'J(9)

乙ζではまだ、生涯教育という言葉自体は現われていないが、来たるべき情報化社会に対応する、

生涯を通じての人潤能力開発システムの確立という、 70年代の教育政策の基本線をみる ζ とができる。
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それは同時に、生涯教育構想、の原型tζ他ならない。その後、 「新経済社会発展計画J(70年 5月策定)

f経済社会基本計甑J (73年2月策定)の二度にわたる経済計簡において生涯教育の検討・推進が誕

われ、また文部省関係でも、社会教育審議会答申「急激な社会構造の変化に対応する社会教育のあ行

方についてJ C71年4月)、中央教湾審議会答申「今後における学校教育の総合的な拡充整備のため

の基本総策についてJ(71年 6月)において生渡教育の観点からの学校教育・社会教育の再検討・体

系化が提唱されfこ。更に防界からは、経団連・日本商工会議所・経済陪友会・日本貿易会の財界問団

体をパックとする日本経済調査協議会によって「新しい農業社会における人間形成一一長期的観点か

らみた教育のあ行方一一 Jと題する長文の報告書蓄が提出され、今後の教育改革は「生涯学習jの蕊本

路線で貰かれるべきである ζとが強調された。

乙うして、政府・財界の70年代以降にむけての教育政策が一応出そろったわけであるが、一方、

乙うした政府・財界の唱導する生涯教育論に対する批判もすでに多くのひとによってなされており(lll)

それが F福祉商家論の教育的ビジョジJ(11)であり、新たな段階における国民の生涯的管理をめざすも

のであ Q(12)という点では共通の認識がもたれているといってよい。しかしとうしたイデオロギー的な

側面からの特徴付けは、生涯教育論が一般に経済的要請と人間的要請を統一的にとり入れたものであ

るとさす1ている ζ とからもうかがえ Qょう K、(13)事態の一面を言いあらわしているにすぎないが、に

もかかわらず、 ζ の側面のみが強認される嫌いがあ灯、政府・財界の生涯教湾論の統一的な把握とそ

の批判という点では、極めて不充分な現状にある。たとえば、山科三郎氏は、独占資本は「みずから

っくりだした f情報化Jをまえにうろたえ、未来の洞察においてはまったく無能であJり、 「したが

って、 『生涯教育jへのプログラムは、不可知な未来へむかつての心構え、精神のあ η方が中心とは

るJとして、その中心がイデオロギー教育にある ζ とを強調してお η、(14) また大沢勝氏も、独占資本

の求める「生涯教湾jは「不可避的に、資本の政治的支配のためのイデオロギー教育〈真獲に背く偏

向教湾)にならざる号をえないPs)としてそのイデオロギ目的側面を強調している。もちろん、そうし

た側面がある ζ とも事実だが、しかし政府・財界の生涯教育論をイデオロギー攻勢にわい小化する ζ

とは誤ηであり、またそのイデオロギー攻勢自体にしても、単にイデオロギー教育安強化するという

ζとではなく、国民の教湾要求を政府・財界サイドに組織する ζ とによって、国民を掌鐙しようとす

る新しい特徴をもっているのである。とうした政府・財界の生涯教育論の一面的な把握がもたらす直

接の帰結は、生涯教育をめぐる彼我の対立点をあいまいiζ し、国民の側からの対応が、国民主体の形

成一回自己教育運動として指定される ζ とにある。たとえば、藤岡貞彦氏は、 「生涯学習Jをめぐる

対立号、資本による生きがいの組織化と菌民による自己教育の組織化の対憾としておさえており(16)

ζ うした傾向は、特tζ社会教育研究者の間に多いようにみうけられる。(Jの ζのような問題のたでかた

が生じてくる原因はいくつかあるが、その一つは、政府・財界の生涯教脊論を、イデオロギーとして

の生援教育論としてのみとらえ、(18)具体的に政府・財界が生渡教育の体制をどのように構想している

かという点での把握が緩めて不充分だからである。(19)

本稿は、そうした点を克服するために、政府・財界が現段階において‘具体的にどのような生渡

教育の体制を構怒しているかを、先の一連の文書に則して明らかにする ζ とが課題である。その過程

をふまえる ζ とによって、生滋教育、論、というイデオロギー的外被κまどわされる ζ となく、政府

・財界の教湾政策の実相にせまる ζ とが出来るだろうし、またそれをめぐる彼我の対立点を明らかに

する ζ とが出来るだろう。
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く注〉

1) 生渡教育d思想の歴史的系議については、小)1¥手IJ夫 f胞護教湾J論の現代的意義Jcr現代教育研究』

第二巻「現代教育経営J1008年日本標準テスト研究会刊〉間「新教育政策理念としての『生涯教育j

論Jd教育j1970年11月号)、吉沢昇「民衆と『知識人J 、生涯教育、の歴史批判Jd月刊

社会教育J1971年 l月号〉等を参照。

2) rランジュヴアン・ワロン計磁jの全文は『季刊忠良教育J第10号iと再掲されている。アントワーヌ

・レオン『フランス教育~J (文庫クセジュ)は開計簡について次のように述べている。 rつまり、

多種多様な個人の特性や社会の婆求にいっそう適確に応ずるための分化、そして補習〈ラトラッパー

ジ品)や再指導の方法をつうじて各人の完全な鰯花を促すための統一。あのランジュヴ、7 ンz ヴアロ

ン計磁 ζそ、 ζ の二重の要求にとたえるために、全人教予言・生涯教育の実現にふさわしい諸規定をと

りいれようとしたのであった。義務教育年限十八歳、社会正義にもとづいた措震による進学の民主化、

共通媛習大織の設定、諸学科目のあいだの調整、すべての教締にたいする同一で高水準の文化約・技

術的訓練の要求、各履修系oJlHζたいする関空事の価鎮の承認などが、乙れである。 J012頁)。

3) B*ユネスコ鼠内委員会『社会教育の新しい方向JC1968年)，c訳出さ才L、その後森隆夫編幸子 『生涯

教育J(帝国地方行政学会刊、 1970年)に再録されている。なお、邦訳されたラングランの著書とし

ては他iζ 『主主渡教育入門J(" An Introduction to Lifelong Education n 全日本社会教育連合会

刊、 1974年)がある。

4) 臼本ユネスコ閣内委員会『第3回世界成人教湾会議報告書5'J(1974年〉。

5) 同会議の報告警は OECDの Manpowerand Social A ffairs Directorateより.continuing tr-

aining and education during working life n と題して刊行されているが、そのなかでは"Con-

tinuing Training and Education "という概念が “recurrent "， U lifelong "， U permanent " 

or U in-career • training or educationと同じものである ζ とが指摘されている(2頁)。

6) 1 LO r有給教育休綴lζ関する条約JmJ文(If職業訓練JlVol.16、No.1O、 1974、13頁〉。

7) r識学教湾が機能的iζ考えられる場合iとあっては、その識字教脊に関するあらゆる活動は、生涯教育

の目標およびその内容に対し確間たる基礎を与える ζとになる。 Jラングラン『生涯教育入門J99頁。
8) 宮原誠一氏も「生漆学習とはなにかJ (宮原編F生涯学習J東洋経済新報社刊、 1974年〉において、

f生涯教育という ζ とカ宝、最初から留の教育政策として政府の側からもちだされている ζ とに、わが

国における主主濠教湾論ないし生涯学苦言論のもつE重大な意味がある。それは財界の先導と推進のもとに

義々とすすめられてきている、教育の留家統制の蕊本路線のうえにのってもちだされてきだのであ

る。J(8-9頁〉と指摘しているように、政府・財界主導という点に臼本の生涯教育論の特徴の一つ

をみる乙とができるが、しかしそれを、後設のような教育の思家統制というフラットな視点だけから

おさえる ζ とには賛成できない。

9) 経済企画庁編『新全国総会開発計酒Jl6真。

10) 主なものをあげると、持関栄一「現代公教育と生涯教育論一学制改革・教育計画論の原瑛として

の-J (森隆夫編『生涯教予言Jl)、同「生主主教育論J(If月刊社会教育.1171年1月号〉、は剤三郎r現
代教育のイデオロギー構造.!I(青木書活、 1973年)、大沢勝「教育J (/i'講座主党代日本資本主義』

第四巻「イデオロギーJ、青木望書底、 1973年)、森田俊男rIf生涯教育』論一新しい菌兵統制の試

みJ (Ii季刊国民教育』第18号、 1973年)、小JII利夫前掲論文、等々。

11) 小JII利夫「新教育政策理念としての『生涯教育』論J CIf'教育.1170年11月号)90真。

12) 大沢勝氏は、 「生涯教育J論を政府・独占による「国民生涯管理Jシステムを支える「教育jイデオ

ロギーと簡潔に規定している。大沢前掲論文部頁。

13) 森隆夫「教育の生渡保障J (森隆夫編『生涯教育.11)30頁。

14) 山科三郎、前掲書Zか-29頁。また、次のようにも述べている。 rIf生涯教育Jl!ま、 f人的能力開発 J論
のアキレス鍵を、 r臼本』的ナショナリズムを基本方向とするイデオロギー教育によって補強するた

めの手だてとなりつつあるのである。 J (31頁)山科氏は一方で、 「それは学校教育を職業訓練にす

りかえ、人格の陶冶を軽視するのである。学校は全体として、企業の婆求'c応じて労働者を再教育す

る機関となる。 J (25Juとも述べているが、後にみるように乙の認識も一面的といわざるをえない。
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15) 大沢勝、前掲論文88真。なお、大沢氏i立、 「主主滋教湾J論の基本矛盾を、国民の求める「生ii1i.カの発

援に対応する教湾」と独占資本の求める「資本主義的生産関係の維持に対応する教育j との対立とし

ておさえたうえで、先の文章に続けて次のように述べているo rしかし同時に、生産力の発援にある

程度対応した科学・技術教脊を部分的にしろ与えなければ有効な労働力確保ができないことも避けがた

い事実である。したがって、乙の f教育Jも不可避的iζ、民主主の政治的・文化的・科学的水準を全体

として助長するという、独占にとって大きな危険と矛盾をともなわざるをえない。しかもなお、国民

の主主滋教育を必婆とする客観的条件(生産力の高度の発展と新しい生産関係創出の必婆性の増大)は

成熟しつつある。独占資本にとって残されたみちは、 ζの危険と基本的矛盾を厨避し、逆iζ、それを

イデオロギー支配の最強力の手段に転化する以外にない。そのためには、戦後一貫して使いなれた資

本の論理を、新たなイデオロギー的外被をもって、教育政策とそのイデオロギーlζ貫徹させるほかは

ない。政府・独占の基本的イデオロギーのこ面性=IF近代化』論と『国家主義』との特殊日本的結合

の『教育』論獲を f主主緩教育』論として整合させなければならなくなる。 J (88頁〉乙 ζでは、資本

の求める教育を「資本主義的生産関係の維持iζ対応する教育」にわい小化している嫌いがあり、それ

がイデオロギー的側面の強織につながっているといえようo しかし、 ζ のような視点からは、たとえ

ば最近の通産省を中心とした「人間能力偶発」の積極的な展開の動向の君主義安正しく評価する ζ とは

できないだろう。産業構造審議会人間能力部会中問答申『知識集約化時代の人間能力開発.JI(通産省

産業政策局企業行動課編、通話努産業調査会刊、 1973年)参照。

16) 藤岡貞彦「自己啓発と生涯学習J (宮原誠一編 f生渡学習.JI)。
17) 宮原編f生涯教育』の他の諸論文、深井耀子「生涯教育構想と企業内教育J a月刊社会教育.JIl972

年2月号〉等参照。なお、大沢氏は、前掲論文において、労働者の教育要求として、 「職業技術教育

(国民教育)への婆求jを視野にいれている点は評価できるが、しかし内容的には、樋めて抽象的で

あり、また「当面する課題Jを明らかにしえていないなど、その水準は高くなく、結局は「国民主体

の形成と労働者教育の役割jのほうに重量点がおかれる ζとになる (100- 108真〉。

18) ζのレベルでとらえれば、 「政府・独点の『生務教育』計輝の婿想は、まだ、ユネスコ版『生涯教育』

論の移入段階から進んでいないJ (大沢、前掲論文86J{)というととになる。

19) たとえば、財界の70年代における教育への要求ぞ包括的に提示したものとして極めて重要な臼経調報

告書H新しい産業社会における人筒形成』は f要約と提言Jの部分と本論の部分からなっている虫丸

乙の報告書が批判の対象としてとりあげられる場合は、ほとんどが f婆約と緩言jにとどまっている

という現状である。

I 中教審・社教審答申の生涯教育揖想と文部省的融界

まず最初に教育政策の複接の担当部門である文部省関係からみていく ζ とがj験当であろう。文部

省関係の公的な文書に生涯教育という言葉が登場するのは、 71年に相次いで出された社教審答申 (4

月〉と中教審答申(6月)からである。本節では、それらの中 tζ生涯教宵という考え方がどのような

位置付けのもとに取り入れられ、それがどのようなものとして構想されているかを検討する。時期的

には社教審答申が先でおるが、 ζζ では中教審答申からみていくととにする。

(1) 中教審答申

71年 6月に出された中央教育審議会答申「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基

本的抱策についてJ (以下、中教審答申と絡)が、第五の教育改革と称して、 70年代以降の学校教湾

のあり方を政府・財界の立場から構想したものであ灼、内容的には60年代後半の後期中等教湾多様化

路線の高等教育、初・中等教湾への敷街、いわゆる、能力主義教育、の貫徹与をめざしたものである ζ

とは周知の通りである。その意味ではまさに、 60年代教育政策の総決算であると同時に70年代教育の

予算であるという表現は言い得て妙であるJ1)その70年代教育の予算の一つが、生涯教育的観点の導

入に他ならない。
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中教事答申は、第一編 f学校教育の改革tζ関する基本構想、Jにおいて、 f今日の社会では、学校

教育はさまざまな教育活動の一部であり、その全体との濁速において学校教育のあり方を展望する必

要がある/2)として、その第一章を「今後の社会における学校教育の役割Jと題し、 rl. 今後の社

会における人間形成の根本問題Jと r2 教育体系の総合的な符検討と学校教育の役割」を論じてい

l.¥が、特tζ後者で、生渡教育の基本的な考え方を次のように述べている。

「近年、いわゆる生涯(がい)教育の立場から、教育体系を総合的に再検討する動きがあ忍のは、

今日および今後の社会において人間が痘面する人間形成上の重要な問題に対応して、いつ、ど ζに、

どんな教育の機会を用意すべきかを考えようとするものである。 /3)
そして、家庭教育・学校教育・社会教湾の人間形成に対する相互補完的な役割分担を明らかにし

て、教育体系の再編成を進める ζ とが必要であるとされている。しかし、内容的には、一般的・抽象

的にそれぞれの役割についてわずかにふれているだけで(もちろんそ ζにも問題は含まれているが)

教育体系の再編成が呉体的に構想されているわけではない。また学校教育に限っても、第二章以降の

具体的展開をみても、特別に生涯教育的観点からの学校教育体系のとらえなおしが行なわれていると

は苦い難いJ43結局中教審答申では、その前文にも述べられてるように、 「いわゆる生涯(がい)教

育の観点から全教育体系を総合的に整備する ζ とJは、全面的に今後の研究課題とされているわけで

ある。(5)

ζ うした中教審答申における生渡教育に対する消極性は、次;須でみる社教審答申における生涯教

育論の積極的導入と対照をなしているわけだが、それは、すでに確闘とした体系をもっている学校教

育の分野では極めて難しい問題であるとともに、もともと生涯教育という発想が成人教育つま η社会

教育の論議の中から出てきたものであ η、学校教育としては、むしろそれを受けて立つという立場に

おかれていたことと関係しているとみてよいだろう。

しかし、にもかかわらず後にみるように、経済計画等で展開されている金援教育構想、の中では、

ζ の中教審答申が基本的にはそのまま取り入れられており、学校教育の領域での生涯教湾構想とは実

は中教審構想、に他ならない乙とに、あらかじめ注意を喚起してお ζ う。そ ζ には、政府・財界の生涯

教育構想、の…つの特徴をみる乙とができるからである。

(2) 社教審答申

71年 4月に出された社会教育審議会答申 f急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあ η方に

ついてJ (以下、社教審答取と略)は、 60年代の高度経済成長過程=資本の強蓄積過程がもたらした

「急激な社会構造の変化Jを、 「人口構造の変化Jr家庭生活の変化Jr都市化Jr高学歴化Jr工
業化・情報化J r国際化jの六点にわたっておさえたうえで (6) 乙れらの変化に対処し、かつ「各人

の偲性や能力を最大販に感発するためにもJ r生涯教育という観点に立って、教育全体の立場から配

慮していく必要があるJとして、そ ζでの社会教湾の役割を次のように論じている。

r~主滋教脊では、生涯にわたる多様な教育的課題に対処する必要があるので、一定期間に限定さ

れた学校教育だけではふじゅうぶんとなり、変化する要求や偶人や地域の多様な婆求に応ずる ζ とが

できる柔軟性に富んだ教湾が重要となる。したがって、生涯教湾においてとくに社会教育が巣すべき

役割はきわめて大きいといわなければならない。なお、社会教育は、単に変化に順応するだけでなく、

さらに人間性を積極的に育て、社会における先導的役割安果すべきである。J(7)

生涯教育体制のもとでは社会教育が特に重要な役割を果す ζとは当然の ζ とであ η、そ ζtζ、中

教審答申とは対照的に校教審答申に生渡教育的観点が積極的に取り入れられている一つの滋由がある
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わけだが、 ζζでは社会教育が同士会における先導的役割を果すべきであるJとされている ζ とに注

目しておきたい。

ζのような認、識に立って社教審答申は、まず、社会教育の概念を「国民の生活のあらゆる機会と

場所において行なわれる各種の学習を教育的に高める活動を総称するもの/8)として広くとらえるべ

きであるととを主張し、乳幼児・少年・青年・成人(成人一般・婦人・高令者)という生涯の各時期

における社会教育の課題を設定しているが、 ζζではその中でも中心をなすと思われる青年と成人

(成人一般〉について、その内容をみてお ζ う。

青年(義務教育終了後からおよそ25才未満の者)に対する社会教育の第一の課題にあげられてい

るのは、脊年人口の都市集中に伴う「生活環境の急変の中で自ら欲求が満たされない悩みあるいは都

市社会へのなじみがたい疎外感ないしは孤独感JIL:対して、 riEしく都市生活に適応し、流動する価

値観の中で主体的に ζ れに対処する態度をつちかうための学習Jを充実する ζとであり、第二は、増

大する余畷時間が「各種の知識・技術についての学習や、生活IL:うるおいをもたせるための文化的情

操的活動に生かされ、また、自然との俊角虫、スポーツ、レクリエーシヨン、社会奉仕等に積極的に活

用されるJようにするととであの、第三には、青年層の「きわめて現実的、物質的さらには感覚的、

享楽的な意識傾向Jκ対して、 「青年たち自身が自らのあ ηかたを思索し、敬けんな態度を培い、創

造的な自己開発とよき伝統の継承について考える学習Jを奨励する ζ とである。そして、 ζ れら三つの

教青諜題に対して、「今後とくに、時代の進展に却する知識・技術の習得のための各種学級・講座の開設

の奨励、集団生活における自己の役割と責任の自覚を持つための各種団体活動の促進、さらに心身の

鍛練と規律協同の精神を養なうための青年の家等の施設の整備拡充を図るζとが大切Jとされている。 (9)

次』ζ、成人(成人一般) Iζ対する社会教育の課題としては、第一tと、高度な技術・知識、一般教

養を与える壌として学校が「広く成人一般にも開放されなjければならず、 「大学、高等学校等が、

開放講座、通信教育、放送教育、夜間制などを通して、成人一般に教湾の機会を提供するとともに、

実生活を経験した成人が、その学習意欲に応じて、適宜、卒業後、再入学できる制度そ設けるJζ と、

第ニtζ、 「疎外感を克服し、人間性を回復し、選択能力を主主い、生きがいを実現Jし、 「地域連帯意

識、国民的合意、国際感覚」を醸成し、また「ひとびとが組織や機械の錨恵として悩まされがちな受

動感から解放されるJために、 「人格的接触の場たる集団活動Jや「新しく出現する未知の知識や技

術を学習したη情擦を深め、教養を高めたのするJ場が重要であ句、そのための抱設を整備充実する

ζと、第三に、 「成人一般が社会教育の重要性を認識し、 ζれに積極的に参加したの、青少年の社会

教育に有志指導者として奉仕したり、家庭教育にそれぞれの立場で責任を采すことJ、以上三点があ

げられているが、特に第二点と係って、 「最近では企業内教育や現職教育も盛んになっている ζ とか

らもうかがえるように、 ζれらの成人一般の教育が非組織的な学習だけに任されていては、じゅうぶ

んではないj として、企業内教育与を範にしての組織化の方向が示唆されている ζ とに注目しておかな

ければならないJ10〉

ζ のようにして、生渡の各時期毎』ζ、社会教育の課題が設定され、全体として今後拡充を闘る必

要のある教育内容として、 f教室主の向上、情擦の陶冶に資する教湾Jr体育・レクリエーシ百ンに関

する教育Jr家庭教育の綴興、家庭生活の向上に資する教育Jr職業に関する知識・技術の向上に資

する教育Jr市民意識・社会連得意識のかん養に資する教育Jr間際性の啓培に資する教資Jの六項

目があげられており、 (11)ζれらの教育がめざす基本的な目標は、 「人間性の回復と主主きがいf!2)1ζ おか

れている。
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以上、社教審答申が生涯教育という観点にたって、今後の社会教育のあり方をどのように構想し

ているかを、主tζ脊年・成人震の教湾課題をどう設定しているかという側面を中心にみてきたが、そ

ζ にはいくつか注目すべき問題がある。その第一は、社会教育概念の拡張に隠してである。とれは、

生涯教育という考え方からすれば当然であり、従来のように文部省の縄張りの中での、青年間、婦人

会などの団体活動や公民館、国著書館等の活動、青年学級・婦人学級等にしか自が向かないのでは、お

よそ生涯教湾のなかでの社会教育など構想しょうがないだろう。その意味では、社会教湾概念の拡張

は生渡教育構想の第一歩であり、それ故に、先にみたように、乳幼児から高令者に至るまでを対象と

した、各種の教育の必要性が指摘され、また、特に青年・成人の教育課題にもみられるように、都市

裂の社会教育の展開(13)が構想されたはずである。しかし、実擦に社会教湾振興の方向として具体的に

検討されている ζ とは、公民館を中心とする社会教湾擁設の整備・充実、社会教育主事を中心とする

社会教育行政職員と民間指導者の拡充など、従来の社会教育行政の枠組を一歩も出ていないのである。

だが、社教審答申も認めるように、 「国および地方を通ずる各般の行政分野において、それぞれ

その間有の行政目的の達成のために行なう協策で教育的側面をもつものの範囲は、しだいに拡充して

きてお均、社会教育としての効果を生んでいるものが多jく、 「社会教育行政が、それらをその視野

の中広含め、それらとの関連を考慮しつつ各般の抱策を進めていく乙とは、きわめて重要な乙とで

あJ6(14)はずである。特に職業訓練は、それは教育でないという一昔前の誤った教育観に立っているの

ならいざ知らず、少なくとも生涯教育の立場から言っても、 out of school education としての

社会教育の中では最も重姿な位置を占めるものであη、従って社教審答申においても、今後拡充す

べき教育のーっとして「職業に粛する知識・技術の向上に資する教育jをあげているはずである。そ

ζ では、次のように述べている。

「技術革新の進展、就業構造の変化等によって、専門的・技術的職務や管理的職務の増大、農村

から都市への人口移動、農業労働のにない手の変化、農業技術や農業経営の近代化、中高年令者の労

働力の活用、婦人の能力開発とその活用等、社会教育が関連をもっさまざまな問題が生まれてきた。

ζ のため、経営者をふくむ専門的職務に従事している者の現職教育、有識者の職業費質の向上に

関する教育、勤労青少年に対する教湾、農業等の従事者および後継者に対する教育、成人の転職・再

就職に関する教育、家庭婦人の就労に関する教育等、職業に関する知識・技術の教育は、これからの社

会教育において拡充されなければならない。それとともに、社会教育では、職業観を確立し、職業的能

力を高めて、積様的iζ職場において生きがいを見い出すζ とを助けるという観点も忘れてはならない。J(15) 

(lJi) 

とζで言っている ζ との中心は職業訓練に他ならないが、しかしそれ安現実に担っている公共職

業訓練や、関じ文部省の管轄である各種学校についてすら、具体的には何もふれていないのである。

また、職業訓練も含めて、労働者にとっては主要な教湾機会となっている企業内教育と、労働者や農

民あるいは住民の自己教育についても、同様にまったく欠落している。 ζ れらは、本来なら社会教育

のなかに正当に位霞付けられるべきものであり、まして、生涯教育としての社会教育においては、な

おさらであろう。結局、社教審答申は、社会教育概念の拡張を言いながら、結果的には従来の文部省

的社会教育綴を一歩も出てないわけである。

第ニに注目しなければならない ζ とは、本士会教湾の白擦が「人間性の回復と生きがいJにおかれ

ているととである。すなわち、 「急激な社会構造の変化に対処する社会教育Jとは、 「人間性の回復

と生きがいjをめざす社会教育に他ならないわけだが、それは、 60年代における日本資本主義の高度

経済成長過程 1 資本の強蓄積過程が生み出した様々の矛腐、その結果として国民の関に「疎外感j

-104-

.. 



' . 
.. 

生渡教育についての一考察

「絶望感jを深め、 「生きがいJの喪失を生み出し、 f各種の緊張や問題jを生ぜしめている事態に

対し、その根本的な諸矛盾の解決をぬきにして、社会教育によって、嵐氏tζ 「生きがしつを与えて

「国民的合意」を形成してい ζ うとするものである。先にみた「職業tζ憶する知識・技術の向上に資

する教育Jにおいても、職業訓練が事実上続野の外におかれることによって、 「それとともに、社会

教育では、職業観を確立し、職業的能力を高めて、積磁的に職場において生きがいを見い出す ζ とを

助けるという観点も忘れてはならないJというくだりが現実的意味をもってくるのであり、また、

「社会教育は、単に変化に順応するだけではなく、さらに人間性を積極的に育て、社会における先導

的役割安果すべきであるJという ζ との意味もそこにあるのである。そして、そうした「生きがいJを

与え、 「国民的合意jを形成していくために ζそ、 「あらゆる教湾機会と場所において行なわれるJ

教育をめざす生渡教育体制が必然化されていくわけである。 ζζ には、生涯教育機想、のイデオロギー

的側面がせん明に表われているのである。

以上、中教審答申、社教審答申における生渡教育構想、についてみてきたが、それらは、学校教育

あるいは社会教育(しかも文部省的〉の枠内においてしか問題をたてる ζ とが出来ず、 ζ うした偏狭

さは、あらゆる教育の結合を志、向する生涯教育という考え方とは蕊本的iζ相いれず、従って、後にみ

るように、財界にとっても、全体的な立場から生涯教育を構想する場が必要とされてくるのである。

く控〉

1) 大沢勝、前掲論郊4頁。

2) 横浜国立大現代教育研究所編『中教審と教育改革J(三一書房、 1971年) 126真。以下、中教審

答申の引用は本還による。

3) 同上129真。

4) 森田俊男氏も、中教審答申が、 f生涯教育について言及しjつつも、結局は「六0年代の教育政策を

支えてきた教育投資議・能力主義・国家主義の観点lζ立って学校教育改革政策を提起jしている ζ と

を指摘している(前掲論文35真)。しかし、その後の政府・財界の教育改革論が中教審答申の批判・

修正として生涯教育政策への転換を主張しているというとらえ方には後述するように賛成できない。

5) 中教審答申、前掲議125賞。

6) 文部省内社会教育行政研究会編 f社会教育行政必携』昭和48年版(第一法規flJ..1972年)54-55頁。

以下、社教審答申の引用は本舎による。

7) 同上56頁。
8) 向上57真。

9) 向上60-61真。

10) 向上.61-62J{0 

11) 悶j五シ--66頁。

12) 向上87頁。

13) 社会的変化に対応する社会教育の課題は、 「一般的lζいえば、余暇の増大、 7 スコミのはんらん、社

会連帯意識の減退、高度技術社会の進展などに対応するため、従来農村主主だけにとどまっていた感が

ある社会教育を、新たに都市裂としてどう展開するかという ζ とであろう。 J (柴A箆 n急激な社

会矯迭の変化に対処する社会教育のあり方』の中開発表についてJrr文部時報』昭和45年12月号、 4

頁)。

14) 社教審答申、 81-82真。

15) 向上.6.6真。

E 経済計簡の生j康教育構想と生濫訓練の強鵠

尽本における生涯教育論の特徴の一つが、それがいち早く政府・財界によって取灼あげられたと
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いう点にある ζ とは前述したが、わけでもそれが、まずなによりも経済計図の一環として登場したと

いうととに、著しい特徴をみる ζとが出来るだろう。前節でみたように、中教審・社教審答申におけ

る生渡教湾構想が、それぞれの分野に限ってみても、まだ充分な呉体性をもちえていないにもかかわ

らず、それに先だっ70fF.5月に策定された「新経済社会発展計廊jにおいて、すでに教育政策の中心

に生涯教湾構想、がすえられているのである。

本節では、その「新経済社会発展計画」とそれに続く「経済社会基本計蘭J (73年2月策定〉に

おいて、生涯教育構想、がどのようにとりあげられているか、その特徴は荷かを検討するととが課題で

ある。

(1) r新経済社会発展計菌j

「新経済社会発展計酒J (以下 f発展計画Jと略)は、局知の通の、 "40年代への挑戦、と銘打

った「経済社会発展計画J (昨年3月策定)のかかげた、全面的国際化と労働力不足の本格化に適応

した経済の効率化という基本路線ぞうけついで、 70年度から75年度までの 6年間の経済運営の指針と

して策定されたものであ η、同時に、 70年代における日本資本主義の海外進出という野皇室を秘めたも

のであった。ω

「発緩計蘭jは、 「大きな変化が予想される1970年代た迎えて、国際化安積極的tζ進めるなかで、

均衡がとれた経済発展を通じて、経済力にふさわしい住みよい日本を建設する乙とJ(2)を基本的自襟

としてかかげ、そのための重要課題として、 「届際的視野にたつ経済の効率化Jr物価の安定Jr社
会開発の推進Jr通iEな経済成長の維持と発展基擦の培養J与をあげているが、それらの「課題達成の

ための政策Jのうちの「発展基盤の培養J政策のーっとして「教育と人的能力の向上Jをとりあげ、

生渡教育的観点からの教育の拡充・整備を次のように提唱している。

「たとえば、康業構造の高度化、技術革新、労働力不足、国際化の進展等iζ対応、する人的能力の

開発、向上、生活水準の上昇にともなう教育の大衆化、増大する自由時間の有効な活用等の言語から、

教育に対する各種の要請が強まっている。 ζ のため、教員の人材確保や教育の制度、内容の多様化、

弾力化の必要性が増大し、また経済や社会の急激な変化に対応するため、生渡にわたって教育や自己

開発を行なうという生涯教育のあの方が問題となっている。

さらに、豊かな社会を建設していくためには、社会的連待感、情操、克己心等のかん養や人間の

主主本的条件である健康と体力の維持増進のための健康教育の推進も重要なものとなっている。

ζ うした経済社会の要講を総合的に分析したうえで、学校教育、社会教育、職業訓練等を通じて、

生涯教育のあり方を体系的に検討しつつ、今後における国家社会の進展に即応して、長期的展望のも

とに、教育の総合的な拡充、整備のための築本的施策を検討する ζ とが必要である。J(3) 

ここでは、基本的には、「産業構造の高度化、技術革新、労働力不足、国際化の進展等に対応する

人的能力の開発、向上Jと、 f社会的連帯感、情操、克己心等のかん養jという二つの側面から生涯教

育の必要牲を提起しているといってよい。そして、中教審・社教審答申の場合と間様、 「発展計画J

においても、生源教育構想、が具体的に明示されているわけではないが、その基本的な祷想は、 「当面

重要な抱策jのなかにうかがう ζ とができる。

すなわち、そ ζでは、第一κ科学技術教予警の充実と職業訓練の普及・整備、第二に情報処理教育

の推進と創造的思考の開発、第三に国際性豊かな人材の養成、第四κ社会人の再教育の場としての高

等教育機関のあり方の検討、第五に教員・指導員の人材確保と養成、第六』ζ自由時間の増大に伴う自

己開発と生きがいのための教育機会の整備、の六点があげられているが、委するに、学校教湾・社会
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教育・織業訓練等を一貫して、一方で技術革新・情報化・騎際化等に対応した科学技術教育・織業訓

練・情報処理教育・語学教育等の体制を整備・拡充するとともに、他方で f社会的連帯感、情操、克

己心等Jを養い、自己崩発と生きがいのために増大する自由時間を活用させうる体制がめざされてい

るといってよい。

生涯教育構想をとのようにとらえるならば‘その一部が先にみた中教審・社教審答申に具体化さ

れている ζとをみる ζとができ、したがってまた、両答申を生涯教育構想のなかに位置付ける ζ とが

できるだろう。と ζろで、重点施策のうちの第一点目は従来の人的能力開発政策を基本的に引きつい

だものであるのに対し、残りの五点は「発展計画jの段階で新たκ取り入れられたものであり、 70年

代における政府・財界の新たな教育要求を反映しているのである。だが、乙れらの重要腕策のなかで

最も具体性をもって展開されているのは第一点目の科学技術教育の充実・職業訓練の普及・整鱗であ

り、その ζ とは、生涯教湾構想、が具体的には ζれを戦として展開されようとしている ζとゑ意味して

いると言えよう。そとでは、次のように述べている。

「第 1Iζ、技術革新tζ対応して、科学技術教育の充実をはかる。 ζ のため、高等教育における理

工系教育の拡充、整備をはじめ、初等・中等教育の内容、方法にいっそうの検討奈加え、さらに社会

教育においても学校開放議箆や社会通信教育等を通じて科学技術教育の推進に資する。また、急速な

技術革新に対応しうる幅広い主主礎的能力を身につけた人材を育成するため、高校における職業教育の

内容の充実と多様化をはかるとともに、各種学校の制度上の整備、充実安推進する。

職業訓練については、若者労働者の受講機会を拡充して職業訓練の普及をはかるほか、中高年労

働者iζ対しても生渡にわたって体系的な職業訓練が受けられるような体制を整備する ζ とが重要であ

る。 ζ のためには、事業内職業訓練を積極的に奨励する一方、公共職業訓練校等を各地域の技能開発・

向上のためのサービス・センターとして運営する方向で整備する必裂があろう。

なお、乙の際職業教育と職業訓練との有機的透けいを保つ必要があり、また ζ うした教育訓練と

関連して、正しい職業観を育成するための指導も重要であるJω

乙乙で述べられていることは、すでに60年代から人的能力開発政策、労働力流動化政策とし

施iζ移されてきた諸施策、そのー}替の展開、深化iζ他ならなく、生涯教育矯想、とは、乙うした労働力

政策の一環であるという基本酢性絡をもっているのであるJS〉だカえ それは、もちろん、人的能力開

発政策の単なる延長ではない。周知のように、人的能力開発政策は、 60年の f園長所得倍増計i函J以

来、教育投資論をその理論的ベースにしていたが、 「発展計悩jは、そうした教育投資論から生涯教

育論への「発想の転換J(6)を提唱しているのであるが、 ζ の点については次項でふれる ζ とκし

よう。

(2) r経済社会基本計繭j

「新経済社会発展計画Jも、それに先行する経済計画の場合と同様、わずかニ年あまりで現実と

の議離ぞ大きくし、 「経済社会基本計画Jにとってかわられることになった。

73年2月に策定された「経済社会基本計画J(以下「基本計画Jと略〉は、 、活力ある福祉社会

のために、という副題にも示されるように、 60年代以来の経済成長政策が国民生活にもはやおおうべ

くもない矛盾を累積し‘いわゆる経済成長の神話が由民窓識のレベルでも崩壊し、それが政治危機へ

と速な ηつつある事態に対して、 「活力ある福祉社会の実現」への「政策転換」を積極的に唱導する

ζとによって切り抜けようとするものであった。 r基本計画Jは、 「①霊まかな環境の創造、@ゆとの

のある安定した生活の篠4未@物価の安定、④国際協議の推進の4つの自擦を務会的に達成する ζ とを
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課題J(7)としているが、教育政策は、 「ゆとりある安定した生活の確保jのなかの f人関能力の伸長

と発揮jとして展開されている。そして、教育政策における転換とは、前;墳の終りにふれた、教育投

資論から生涯教育論への転換在意味しているのである。 nま本計画JIζ先だって、経済審議会人的開

発研究委員会のもとに設けられた教育・文化専門委員会が72年6月に「情報化社会における生涯教育j

と題する中間報告(以下「教文委報告jと略)を出して、その簡の事情を述べているので、まずそれ

からみていくととにしよう。

「教文委報告Jは、 「発展計画jでは教湾を「生渡教育的観点からとらえ直そうとする発想の転

換が試みられているjが、それは「経済計画自体が引き続く経済の高度成長にもかかわらず、公害、

物価、交通難あるいは精神話における社会的緊張など諸穫のひずみ現象が表面化したこともあって、

現計鴎(r発展計画j一一引用者〉策定の頃から社会的緊張緩和の方策の検討など発想、の転換のきざ

しをみせた ζ とにも照応す忍ものであるJ<日)として、 「発怨の転換Jの必婆性を次のように述べてい

る。

すなわち、 60年代までの経済計画における教育の取η上げ方は、教育投資論的観点に立っており、

それが一定の有効な役割を来してきたが、 「従来のような経済成長イコール国民の福祉といった単純

な公式に疑問が按じられている70年代においては、教湾を経済成長との結びつきにおいてのみとらえ

るζ とは、本来の白的を見失い、偏った把握となる危険性をはらんでいる。したがって、 ζれからの

経済計闘で教育あるいは文化の問題をとらえる場合には国民福祉といったより広い観点から問題をと

らえ直す:必婆があ J<宮〉句、それは「戦略として従来のようなマンパワー的、教育投資論的立場を止鐙

して、国民生活全般に密接に関連づけてとらえようとするものであるが、そのさい、最近議論にのぼ

っている、生涯教育、という観点が、われわれの問題意識に適合していると患われる。JOめ

経済成長神話の破たんにともなって、経済成長政策から少なくとも形のうえでは高校優先政業へ

の転換を余儀なくされた ζ とに対応して、教湾の面でも、経済成長政策iと直結した教湾投資論から「国

民福祉Jの観点に立った教湾論への転換が婆請され、まさに福祉国家論の教湾版としての生渡教育識が

必要とされたのである。しかもそれは、単にイデオロギー的な幻影であるだけではなく、その具体策

としての生涯教育構想、は、 60年代の高度経済成長過程が主主みだした「社会的緊張緩和の方策Jの一つに

他ならない。と ζ ろで、乙の「発想、の転換jとは、教育投資論の放棄でもなければ、αl)人的能力開発政

策の放棄でもない乙とは、 「発震計随iJでもみた返りである。しかし福祉国家論の教育版としての

生護教育論では、 ζ の点はあくまでも表面K出てはならず、すべてが f国民福祉Jという観点から語

られねばならない。 r発展計磁Jが f問題のとりあげ方が遅れた ζ ともあり、やや作文に終っている

観は否めないJ(12)とされるのは、そうした面での不充分さもあるからであろう。それに対して f基本

計凶Jは、福祉国家論の教育版としての主主渡教育論にふさわしい表現をそなえているのである。

「基本計画jでは、今後日本が高度福祉社会に進むにあたっては、 「人間能力の伸長と発嫁」

(傍点引用者)が必要であり、そのためには「自主的、創造的な人間形成のための教脊の充実をめざ

し、学校教育の改蓄をはじめ広く社会、職場、家庭におけるさまざまな教育機会が生涯にわたって体

系的に確保されるような方策を講ずるとともに、由民がみずから働きがいのある職場を選択し、その

能力の伸長を促進しうるような教育訓練体制の確立と労働環境の改善をはかる /13)ζとが必要である ψ 

として、 「生涯教湾の推進j と「職業生活を通ずる能力の伸長、発揮と労働環境の改善Jのための抱策

をかかげている。

すなわち、 「生渡教育の推進」では、第一κ、 「生涯にわたる教育、学習過程の基本的段階を受
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け持つものとしてJの学校教育の盤的水準向上(新しい学校体系・教育内容・方法の研究踊発、新構

想、大学・大学院の創設、施設・設備の整備、教員の待遇改善・研修制度充実等〉と教育機会拡充(幼

稚闘の拡充整備、養護学校教湾の義務化、高等教育の計画的整備、私学助成措置の充実、育英奨学制

度の充実等)があげられているが、その内容は主主本的tζ中教審答申iζ員りしているといえよう。第ニに

は、 「生援を通ずる教育、学習機会の確保Jとして、社会教育の格段の拡充(内容的には社教審答市)

高等教育機関の公開講座等の充実、放送大学の実現、職業人の再教育の場としての大学院の検討、各

種学校改善・充実のための制度上の務備等があげられている。 (1晶

一方、 「職業生活を通ずる能力の伸長と発揮Jでは、 「労働者の職業生活の各段階を通じて能力

伸長と発揮の機会を体系的に整備し、充実した職業生活の実現をはかる jために、第ーに、 「生涯を

透ずる織業教育・訓練体制の整備j、具体的には、(ア)公共職誠一一訓練職種の拡大、社会教育等との

連携強化、成人訓練の拡充整備、(イ)事業内職wil-公共職訪iI機関のサービス強化、訓練賦課金制度の

検討、(ウ)有給教育・訓練休椴の普及、(エ)技能検定職種の拡大等各種資格制度の務備等があげられてい

る。また、第こには「中高年令者等の雇用環境の改善J、第五には、 f産業構造の変化、技術革新の

進授に対し、労働者が主体的に適応できるよう、職業教育・訓練内容を高度化するとともに麗用情報

システムの充実等により労働市場の整織をはかJり、農業就業者iζ対しでも「必要に応じ他産業への

適応能力を高めるような職業訓練を実施する Jcと、第四には、心身障害者等 f祉会的に不利な条件

にある者iζ対する配慮Jをあげている。(J5) 

以上が「基本計前IlJにおける生渡教育構想、であるが、まず最初に注目しておかなければならない

ζ とは、 ζ 乙では教育政策と労働力政策とが完全に合体されている ζ とである。 ζれまでの経済計凶

では、たとえば「発援計i磁jの場合でも、労働力政策は産業政策のなかで「ひきつづいて高い経済成

長を実現するためjの「重要な条件jとして、 「労働力の有効活用jという名のもとに綬関されてき

たが、(16)r基本計画Jでは、すでにみたように、教育政策とともに、 「ゆとりある安定した生活の確

保jのための「人間能力の伸長と発俸Jとして展開されているのである。 ζ うした取り扱い方は、経

済成長政策から国民福祉政策へという全体の「政策転換」との対応を意味しており、従って表現上で

も、 ζれまでの「人的能力の向上Jr労働力の有効活用j という言葉はかげをひそめ、かわって「人

間能力の伸長Jr労働者の能力発揮Jという言葉が登場し、そして労働力政策が経済成長のためにで

はなく、労働者自身のために必婆なものとして述べられているのであるJ17) だが、その内実は積極的

労働力政策の一層の展開に俄ならない乙とは言うまでもなく、(18)そζ には端的に言って言葉のまやか

しがあるわけである。しかし乙乙で問題なのは、それがまやかしか否かではなく、その乙とによって

教育政策と労働力政策とが益々一体化してきている ζ とである。そしてそとに、生涯教育構想の本質

があるといってよい。それを最も明療に表わしているのが、 「織業生活を通ずる能力の伸長と発揮j

である。 ζ こでは、 「生涯安通ずる職業教育・訓練体制の整備Jと、それを媒介とした中高年労働者

の有効活用と労働力流動化(産業構造の変化、技術革新の進展への労働者の主体的適応，)(19)とが、一

体のものとして構想されているのである。 r基本計画Jにおける生涯教育構想が、学校教育・社会教

育(各種学校を含む)を通じての「生涯教育Jと、職業生活を通じての「生渡訓練Jというこつの系

の統ーとして構想されているのは、特に後者が、すでにみたように主主渡教育一般には解消しきれない

重要な位置を占めているからに他ならないだろうo

乙うして、 「発展計画」では、まだ冬備の重要抱策が列記されていたにすぎないのに対し、 「基

本計蘭」では、中教審・社教審答障と労働力政策とが合流して、生涯教育構想、と呼ぶにふさわしい体

裁をそなえるに至ったのである。また、生渡教育体苦手jの重要な制度的保障である有給教育・ wll練休暇
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。の
の普及があげられている ζとも注尽しておかなければならない。

く注〉

1) r新綴済社会発展計画jは、 「潔題達成のための政策jとして、 f物錨の安定J，ζ次いで二番目に

f新しい対外経済政策の展開Jをとりあげているが、 「経済社会発展計磁Jでは f長期的経済成長条

件の繋備jの中の一項目として「経済協力の推進jをとりあげていたにすぎなかったζ とと比較して

も、それがいかに重視されているかわかるだろう。

2) 緩済企磁庁綴r新経済社会発展計画.117頁。

3) 向上70頁。

4) 悶上70'-71賞。

5) それを端的に示しているのが職業訓練である。 r発展計爾J では、特iζ 中高年労働者に対する生渡~11I

練を重要視しているが、それは、 f今後、増勢の鈍化が見込まれる労働力供給のもとで、ひきつづい

て高い経済成長を実現するためにはJ中高年労働力を「有効に活用j しf流動化jする ζとが fζれ

まで以上に蒙婆な条件Jであり、そのためには「中高年労働力の技術革新などへの適応力をつちかう

ため、生涯を通じての再訓練や労働能力の不断の路発、向上に役立つ教育認!惨事綴i疫を整備、拡充する

とともl亡、適職への配震を進め、あるいは労働能力に見合うよう作業方法を改善するヱ夫を加えるJと

いう現段階iζおける労働力政策に対応、しているのである。 r新緩済社会発展計磁j40-41頁。
6) 経済企画庁総合計額局編『情報化社会における生涯教育ー経済審議会教湾・文化専門委員会報告

- j (経済企題協会予j、72年)11真。

7) 経済企蘭庁編駐在寺社会滋本計画J16JI{ 0 

8) r情報化社会における生涯教育'111頁。

9) 向上15真。

10) 向上17頁。

11) r教文委報告Jでも、 「教育投資織的観点にも若干の留保条件が必要jとか r教育投資論もあらたな

観点から再検討を加える必要があj るといっているにすぎない。向上Iφ""'15賞。

12) 向上11頁。

13) r経済社会基本計磁J60賞。

14) 向上61-62頁。
15) 同上6ト 64賞。なお、 ζれに続けて、 「働きがいある労働環境の形成Jとして、労働災害防止計画の

策定、職業病の予防、職場の健康管翌重体若手jの篠立、単調労働問題対策の翁査研究、労働者が職湯R:主

体的iζ参加しうる制度の検討、勤労者の資産の充実と住宅事情の改善等があげられている。

16) 注 (5)を参照o

17) r今臨の言十闘では…… ζれまで労働力が人的資源、として、陵業政策の一部としてとりあっかわれがち

であった ζ とに反省を加えて、むしろ、労働者ひとりひとりの福祉の向上そ重視する立場から労働力

政策を展開しようとしている。 J (r経済セミナ-J 1973年3月臨特猶予j号「転機の日本緩済と新経

済計蘭J63頁)0 

18) n基本計蘭j における労働力政策のベースをなしている経済審議会人的開発研究委員会労働力専門委

員会の報告『新華寺代の能力開発と労働箔従j (72年4月、玉三誠堂)は、 f昭和30年代以降の経済成長

は、就業機会の拡大、労働移動の活発化、就業構造の改善などを通じて、労働者の能力発障を可能に

する条件を実現するために寄与するととろが大きかったjが、 「しかし、いまなお生産性の低い就業

や出稼ぎ労働等が残されているほか、職種、年令、地域等による労働力需給の不均衡がいぜんとして

つづいてJおり、更に今後 f労働力供給の増勢鈍化と傍造変化が予想されj、 「ζれらの問題が今後

の望ましい緩済発展そのものを組害する事態も考えられるJので、 「今後、 ζれらの諸筒題，1:対処し

労働者の倒性と能力の十分な発揮をはかるためには、労働者の多様な能力、意識などを十分勘案しつ

つ、労働力の需要、供給雨衝にわたって、積極的な施策を講ずるζとが不可決であるJとして、① f労
働者の就業を円滑にいあるいは労働者が働きがいを感じるような産業・職業構造への誘導が積極的

に行なわれるべきであるj、@rすべての労働者が段階的に機業能力の向上をはかる ζ とができ、

かつ、そのような職業能力が社会的にiE~'ζ評価されるような条件や体総を整備するととJ 、 @r労

働力需給の汚荷な適合をはかるための労働市場の整備をはかる ζ とj、qH労働者が快適に就業でき
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るような襲用環境の整備をはかる ζ とJを労働力政策の基本的方向としてあげ、持iζ 「中高年令j闘の

雇用の促進と職種転換の円滑化Jr若年績の機業適応、の改善J r婦人の能力開発と就業条件の整備J

を強調している (40-44頁)。

産業機造の変化、技術革新の進援に対する労働者の主体的適応とは、同一職種内での新技術・技能の

習得による適応、のみならず、更に積極的Ir織種転換・職業転換をも意味している。 f技術革新の進援

は一方において、より高度な知識、技能をそなえた労働力そ求めるとともに、他方においては、在来

の知識、技能の陳腐化をはやめているので、 ζれに対応できるよう労働者の職業選択や験穫転換の範

囲を拡大し、弾力性をもたせる必要がある。 J(r新時代の能力開発と労働福祉J41頁)また、特iζ

農業・中小企業などの低生産性部門から高生産性部門への労働移動が奨励されているわけだが、それ

らが、労働者の主体的適応とされると ζ ろにみそがあ均、そのためには、職業訓練とともに、職業紹

介、職業指導が格別室重要な意味をもってくる ζ とになる。特に職業指導は、中高年令粛に対しては、

機種転換の円滑化という弱から重姿性をもたされるが、他方、若年爆に対しでは、逆iζ高い転職率へ

の対策として、 「就職前の職業指導や就職後における験場適応、指導の充実J(同上43頁)という側面

が強調されるのである。

20) なお、本稿では取りあげる ζ とはできなかったが、 70年代における人的能力開発政策の新しい特徴の

一つは、通産省がその前面iζ出てきた ζ とにある。すなわち、 71年5Jiの産業構造審議会の中問答申

f70年代の通商産業政策Jをうけて、産業構造審議会人間能力部会カfl3年11月Icf知識集約化時代の

人間能力路発j と題する中問答申を出し、更にその柱である「企業人教育jのあ均方について、通産

省内Ic人間能力関発研究会を設遺して綴η下げた調査研究を行ない、その報告欝を74年8月iζ 「企業

人数湾の基本的ビジョンJと題して出している。 ζ うした通産省側の170年代iζはいってからの一連の

動きは、 ζ れまでになかった、明らかに新しい特徴であり、経済企図庁(経済審議会)での労働力政

策の労働「福枝J政策への衣替えと対照をなしているが、乙れらの点についての分析は後日を期した

七、。

車 財界の生;産教育構想と企業内教育の中核的位置付廿

財界が生涯教育について最初にふれたのは69年 7月の経済問友会の「高次徳社社会のための高等

教育制度Jと題する提言においてである。そ ζでは、高等教育のみならず、教湾制度全般にも蓄及し

て、 「また一方iζ、幼児教育の重姿性に対する認識が高ま ηつつあると同時に、婦人労働の増大に伴

って託児所等の各種教湾総設に対する要望が強まっており、他方、技術社会の生み出す新しい知識は

社会人の絶えざる自己研修と組織的な再教育を必要としておの、また余暇の増大にともなって一般国

民の生涯教湾に対する需要も高まるなど、 ζ れからの社会における教湾は従来の学校教育の枠組を大

きく采りこえようとしているJ(めと指矯し、それに対して中教審は「検討の範聞が文教的見地を抜け

さらぬ傾きがないとはいえjず、 「ζれからの社会における教育の重要性を考えると、教育政策は単

なる文教政策の枠を趨之た閣の基本政策の一翼与を担うものでなければならないJ(2)として、 「首相直

属の機関として、国家教育計額会議ぞ設置する ζとを提唱Jし、そ ζではまず第一に「各界有識者の

英知を結集して、高次福祉社会において達成すべき諸目標の一環として、幼児教育から学校教育、さ

らには生渡教育の進むべき基本方向を明確にすべきJω 乙とを提言している。次いで同年12月iζ 尽経

連が「産学関係 iと関する産業界の基本認識及び提言Jを発表し、そのなかで、 「学校教育を終え企業

等に就職した者に対して、大学および‘大学院等の機関を通じて、再教育ないし継続教脊を行う必要性

が高まっているjω と指摘し、 「学校教育者E修了した者』ζ対して、各種の継続教育が体系的tζ行才つれ

るべきである。その際とくに、夜間大学院の開設についての配慮が払われる必婆がある/5>と提言し

ているo

とれら二つの財界文書は、直接には中教審を意識して出されたものであ η、その内容のほとんど
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は中教審答申tζ盛り ζ まれたが、しかし f文教的見地jだけには満足しきれない財界は、 68年来、財

界間間体(経団連、日本商工会議所、経済同友会、日本貿易会〉の共向調査機濁である日本経済調査

協議会(以下、日産釜調と絡)のもとに、土光敏夫(現経由連会長)径委員長、平塚益徳(国立教育研

究所長〕を主査とするいむゆること光委員会を組織し、員オ界独自の立場からの教育政策の検討をすすめ、

その結果を721f3月に「新しい産業社会における人関形成一長期的観点からみた教育のあ η方一J

と題する長文の報告書(以下「報告書J と置き)として出した。 ζ の「報告書j の最大の特徴は、家~

教育、幼稚菌、保湾所、学校教育、各種学校、職業訓練、企業内教育、社会教育等、要するに労働者

や農民、住民のいれゆる自己教育を除くすべての教育についてふれてお均、教育全体に対する財界の

現段階における要求が包括的に述べられてい忍という点にあるが、その基本路線に「生涯学習Jがす

えられていることは周知の通りである。 r報告書~J は「婆約と提言J と本論からなっているが‘ 「要

約と提言jにおける「基本的認識j の冒頭で次のように述べている。

「戦後、わが国経済は重化学工業化を白襟として高度成長を実現してきたが、その背景には、戦

前・戦後を通ずるわが国教育のめざましい発展があった。しかしながら、今やわが菌は重化学工業化

の段階から大きく前進して、 、脱工業化、の段階に移行しつつあ答。 ζζにおいて、物的な撃かさを

確立しえた反面、大気や海洋の汚染が広がη交通災害が頻発し、都市化のすすむ一方ではユミュニテ

イの崩壊がみられる。教育界においても他の要閣と相まって学留の紛争、青少年の非行など、いろい

ろの問題が発生し、工業化の段階で確立されていたようにみえる価値観は大きく揺らぎ、内外におけ

る既存の秩序もまた間われている。

われわれは、 ζ の歴史的な転換期に蕊蔚して、教湾の新しい対応がきわめて重要な課題であると

とを認めるとともに、 ζのような新しい産業社会に発展しつつあるわが閣の人間形成のあり方として、

『生涯学習』の必要性をとくに強調し、 ζ のための環境条件を速やかに繋備すべき ζ とを提唱

する。/告)

ζζ には、経済同友会の r70年代の社会的緊張の問題点とその対策試案/7)(72年2月)とのつ

ながηをみ忍乙とが出来、したがって「生涯学欝」もその一環として提起されている乙とは疑いない

が、しかしそれが事の一面にすぎないととも言うまでもない。

日経調「報告審Jにおける生涯教育構想のポイントは、要約して言えば、まず「学校教湾11、ζ

れを生渡教育の一環としてとられる必要があJ灯、 「意識的組織的教育が一生を通じて必要とされる

段階においては、学校教育のあり方について、学校卒業後生涯を通じて継続される教育のあり方との

関連において抜本的な改革を加える乙とが必要Jであ灼∞、すなわち、 「学校教育の従来の形態・方

式を多様化して学校と継続教育・生涯教脊の機関との分界を薗一的にきわ立たせる ζ となく生徒、学

生の進路、適性、希望などに応じて弾力的に円滑に一方から他方へ移行できるようにするべきであ

るoJ(9)一方、「ζ のような学校制度の改革と並んで学校卒業後の継続教育・生渡教育機関の制度を拡充

する必婆があj り、正規の学校以外の教育制度としての「各種学校、社会教育、公共職業訓練、企業

内職業訓練などの制度jのそれぞれの「特色と多様性を生かしつつも全体的に、社会の需要に乙たえ

て充実した継続教育・生源教育の機関となるよう、制度的な配慮が必要であ各 J(10)というものである。

それは、学校教育の分野では、基本的には中教審答申の多様化路線Kそったものであるが、 「報

告書jでは、中教審答申がいわばまだ控え自にしか提起していなかった問題を卒直に明言している ζ

とが特徴的である。すなわち「報告書Jは、画一的教育を批判し、 「単線型学苦手jを符検討して、時代

の要請に合う複線型学制安考慮すべきであるJ(!1}として、 「個々人の能力・適性の多様性と社会の教
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湾需要の多様化に応じた多様な学校系統を内包する学校体系の実現をめざすJ(12)べきである ζ とを強

弱している。そして、一方では「現行の中学校と高等学校を接続した学校制度J (中教審答申の先導

的試行の一つ)を導入して、 「前期中等教育の後段階』ζおいても、弾力性径十分加味しつつ能力、適

性、進路tζ応じたコース分化安導入し、後期中等教育と一貫した教育を行ないうるような制度上の配

慮が必要ではなかろうかJ'ゆと指摘して、中学校段階からの多様化を示唆するとともに、他方では高

等教育機関の多様化が、 「後期中等教育の多様化の課題への解答を完結させるためにも、ぜひ必要J(14) 

とされている。(15)ζ うして、すくなくとも前期中等教育段階からの「学校系統の分化Jが生緩教育構

想、の一環として要求されているむけである。と ζ ろで、 ζ うした多様化の推進は、当然、進路指導が

益々重姿になってくることを意味しているが、しかし文部省自身が多様化路線の破たんを一定程度認

めざるをえなくなっている現段階においては、進路指導もまた危機的な様相在呈している乙とは否定

しがたい。 r報告書Jも、現在の進路指導は「子どもたちの『適性j Iζ必ずしも十分な配慮安払うと

となく、また未分化な『進路j.意識を前援に、もっぱら学校成績でとらえた F能力j を中心に進めら

れj、また「家庭の社会経済的条件JIζ強く規定されているが、 「そうした進路選択の現状が職業教

育への蔑僚や社会の階層構造の間定化、学歴尊重の社会的風潮の温存、中学校教育の進学準備教育化、

高校入学後の生徒の学校生活への不適応などの弊害ぞもたらしている ζ とを考えれば、進路指導の現

在の体制を改革する必要芸は大きいといわねばなるまいJ(16)と述べてお η、彼らにとっても進路指導の

現状が大きなネックになっている ζ とがうかがえるが、しかしそうした弊害をもたらした根本矛盾が

俄ならぬ多様化路線にある ζとから蓄えば、それはまさしく自己矛麿である。にもかかわらず、その

矛履を解決するための方策として、現在の段階において具体的に考えられているととは、中学校段階

からの多様化、系列簡の移動の弾力化、多様化された高等教育機関への接続等、要するに一層の多様

化の推進であって、あとはひたすらに「能力Jr適性j による進路指導を強弁するのみなのである。

次tζ 「学校外教育jについてみると、 「新しい教育制度の特色の一つは、学校卒業後の成人が、

必要を感じ、それを希望する場合、学習の場が常に保障されている ζとであj の、 「社会教湾 ζそ、

教育の本命であるという認識が教育界はもとより、国民一般の聞に確立さるべきである JClη 「学校卒

業後の教育の組織化制度化は……生務教育の確立をめざす教育改革のE重要筏点となる J(ω という指織

にみられるように、 「学校後の教育jがと灼わけ重視されている ζ とが、日経調「報告書jにおける

生渡教予号機想の特徴をなしている。もちろん、単にそれだけならば社教審答申と変わらないが、社教

審答申が結局は羊頭狗肉であったのに対して、 ζ こでは各種学校、職業訓練、社会教育、企業内教育

という学校外教育の全分野(といっても労働者、農民、住民の自己教育は除かれるが)を視野にいれ

て、それぞれの位援付けを行なっており、とりわけ実際的に重要な分野でありながら、社教審答申、

経済計画では基本的にはふれられなかった企業内教湾をその中核に位置付けている ζ とがζれまでの

生渡教育構想と決定的に賀を奥にしているのである。以下それぞれがどう位霞付けられているかをみ

ていζ う。

まず「量的に学校外教育の最大の部分をしめる各種学校jは「日常的な生活技術の教育Jを中心

としつつも「同時にそれが特定の職業領域での人材養成にき才つめて重要な役割を果してJO紛おの、特

tζ 「最近における新しい各種学校の中Ii:高度の専門的技術や教養を修得させるととを目的とするもの

が、激増してきた乙と PO)が注目されている。その特性は在学者の年令や学歴、教湾課程、修学年限

などの多様性にあ灼、それが「学校教育の補完的な機能を果すだけでなく、その発展の方向性安先取

のするものとして積極的な役割を果してきたJ要闘であ-3が、今後も「変化の速度の大きい、 したが
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って社会生活や職業生活に必要とされる知識や技術がめまぐるしく変化していく現在の康業社会にお

いては重要な意味をもっている Jとされる。それ故「各穣学校のもつ乙うした特性与を十分に考慮した

うえでそれを F生護教湾jが婆求されつつあ名時代の、成人のための教湾訓練の中核的な部分として、

u!霞づけ確立していく ζ とが望まれjている。(21)教育会体の多様化を追求する財界にとっては、各種

学校のあり方乙そ最も恕想、的な教湾制度にみえ忍のである。

職業訓練については「報告書j 自体はあまり積極的にはふれていないが、それは、一方では企業内

教育の問題として把握されてお灼、他方すでに経済計画のと乙ろでもみたように、生涯教育構想、がζ

の分野で最も具体的にかつ着実に進んでいる ζ とと関係しているといってよいだろう。その意味では、

f基本計画jの路線が踏しゅうされているのである。

「報告書JI立、技者餅働力の主要な供給源が高卒tζ移灼つつあるが、その乙とは「職業認11練のウェ

イトが相対的に低下する ζ とを意味するものでないjとして、 「ょ η実践的な、生産の壌に密着した

職業訓練の必要は技術進歩の速い現在ではますます大きくなっていくとみなければなjらず「新しい時

代の要請に対応する職業訓練体制の確立jをめざした「新しい職業訓練法の成立はその意味で大きな

意義をもっjと指摘しているoG2)

次に社会教育(狭義の〕についてみると「報告審Jは「社会教育 ζそ教育の本命Jであ灼、 「社

会教育の本質i立国民ひと ηひと灼の自己学習一一生涯にかけての自己学習の意欲をもえたたせ、 ζれ

に対応するためのあらゆる機会を十分にそなえる ζ とにあP3)η、それ故、社会教育の諸機関、諸漉

設、諸条件、人的要員の抜本的拡充、強化、そのための社会教育関係予算の大幅拡充による各種社会

教育活動の徹底的振興を提言している。しかし社教審答申のように、無限定に社会教育の課題を設定

しようとはしていない ζ とが注目される。すなれち、社会教育の現状を「成人層の、しかも三O代

前後の女子を対象とする生活技術や教養のための教育機会となってい7.::が、 ζのζ とはいいかえれば

『社会教湾』の機能が人々が臼常生活のなかで出会う現実の諸問題を解決する手がか灼を与え、さら

に変化していく社会への適応を容易iとしていく ζ とにしぼられつつある ζ とを示唆している。そして

現代の『社会教育』の問題は、それが ζ うした機能を楽していくうえで不可欠の条件である住民の教

育的なニーズ(必要)を把握しえていない点にある。 Jr r社会教湾』はいま、その存立の基盤であ

， 

る社会の変貌のテンポ K立ち遅れた状況にあるといわなければなるまい」と把援したうえで、 「各種 4 

の生活技術や職業活動に必4菱な知識、技術の大きな部分はすでに各種学校教育や企業内教育の供給に

よって充足されている jのだから、社会教筒としてはむしろ「地域性にたって住民の教育的要求や必

要をどのように把握し、充足していったらよいのかjという ζ ととそが問題であるとしている。{叫

ζ のように社会教務を地域性に立総jした教育活動に限定して、その拡充を要求しているのが、財界の

構想なのである。そして、 ζのような限定が可能なのは、もう一方の極に企業内教育を措定している

からに他ならない。

最後に、 「報告書Jが生渡教育構想のなかに企業内教湾そどのように位霞付けているかをみてい

ζ う。

「報告書Jは、 「現代の社会においては学校と家庭をのぞけば、食業はもっとも強力な人鶴形成

の機能号をもってJC的ぉη、それ放、 f生渡学習の見地から企業もまた人聞の自己啓発を支援すべき社

会的使命があるJ(総と誇らしげに宣言する。会業内教育iま、もともとは、産量哲の道具として、生産性

向上のために必曜とされてきたのであの、それが人間形成的側面をもっていたのは、 「家庭や学校が

行なうべき教育の鳶代灼を余儀なくされていJたからに他ならないが、最近では、社会教育の振興iζ
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よって、 「その中に点める『企業社会jの重みを重視し、企業もまたそ ζで働く『人間jに対し、応

分の社会教育的責任を負わねばならJず、また「継続教育とか生涯教育の潔念Jのもとで「学校をも

って教育の終点とする考えを排し、その後の企業もまたそ ζ で働く人たちに教育の場や機会を提供す

る機能をもたねばならJなくなってきてお句、企業が人間形成教育 IC積極的に参与する ζ とが求めら

れているとい今わけである。αη だがもちろん ζ れらは外的ないわば口実にすぎず、本質的には企業内

部での「オートメーション化の要請する労働力の質の改善、向上に対応しJた企業内教湾の f綴本理

念そのものの転換」仰〉があるのである。すなわち、 60年代以降の技術革新は「臨設・設備の近代化・

オ←トメーション化とともに、乙れに対応する生産労働形態の変革安も要請jし「高度の在意力と責

任感、高度の技術的知識、敏捷な反応など抽象度の高い資震と能力jをそなえた新しい事イプの労働

力の育成訓練が必要となったが、そのためには「継続的全体的な教育計画をたて企業内で働くひとり

ひと ηの人間の金成長過程を重視するととが絶対に必要であ」 η、 「経営の道具としての本質に立っ

たきわめて制約された教育訓練だけでは今日では経営の必要をも満たしえない状況に立ちいたってい

るζ とが自覚されてきたJという。 α9) r人聞のための、人聞の成長そのものを緩助促進するpの教

育、 f本人のための教育」のほ今が「結局『企業のためjになるl31)というわけである。かくして

「企業はいま、職業のもつ意図せざる人間形成機能を顕在的な、意倒的なものに転換し、また側々の

従業員のニーズにあわせて、それを f生涯イヒjする方向をめざしているのであるG Jという ζ とにな

るのである。

ζ ろして、企業内教湾は「本人のための教湾jへと転換する ζ とによって、生涯教育の一環とし

て‘特に学校外教育の中心tζ位置付けられるのであるが、 「本人のためjの企業向教育のf第一歩は、

現在多くの企業が採用している『教湾体系jと『定型訓練Jを解体するととろから始めJ'坊られる。

ζ れまでの教湾体系の中心は職能見IJ教資と階層別教育であったが、織舎を別教育は f教育ス担ッフの手

から離し、それぞれのラインに返還Jされ、また階層別教育も「解体の方向であη、むしろ F学科コ

ース』そ数多く常時賄設して、従業員の希望によって自由に選択できるようにJ(3ω される。つま η、
(3喧ー

「自己啓発中心の教湾J への移行である。そしてそのなかで特に重視されているのが、 「職場ぐるみJ

の「態度変容のための教育pのである。 r職場を介しての全人的発援を促進することは、新しい企業

内教育が最も重視すべき観点であJη、特tζ 「職場における人間関係の級織、育成の問題jが重視さ

れる。 rr職場社会jは、人間生活の場、社会的連得感充足の場として組織、育成されなくてはなら

ないという課題をもつに至っているのである。 /36)Gうして、 「人間形成を自指す食業内教育の方

向l37)として、 「本人のための教育Jr自己啓発中心の教育J r態度変容のための教育jが提唱され

ているのである。

とζろで企業内教湾は、人間形成のすべてを背負い ζ もうとしているのではない ζ とにも注意し

ておかなければならない。

「一方では家庭のもつ教湾機能が再強化され、他方では学校教湾が本来の人間形成機能をとり炭

し、また社会の必要さとする人材の育成・供給の機関が拡充され、さらには職業生活に入った人々が自

発的に学ぶための公共化された教育訓練の機関が十分に用意されてはじめて、企業教育はその独自の

機能を十分に活熊していく ζ とが可能になる l38)と述べているように、他の教育への財界の姿求を前

提としたうえでの、新しい企業内教育のあ灼方がめざされているのであるが、そ乙での中心はおくま

でも企業内教育であ灼、いわばそれを補完するものとして、すなわち企業内教脊だけでは充足しきれ

ない部分、あるいは、あえて充足する必要のない部分を担うものとして、その他の教育が周辺に佼鷺付
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けられているといえよう。その典型は、戦略的人材、ハイタレントの高等教育機関による持教育の要

求にみる ζ とができる。

く注>

1) r中教審と教育改革J262頁。

2) 向上 261}1:[。

3) 向上 262真。

4) 悶上 266頁。

5) 向上 267賞。
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38) 向上 160真。

百 まとめにかえて一生涯教育構想の若干の問題点

前節まで我々は、政府・財界の主主波教湾構想、を各文書に則して、やや詳しくみてきたが、それは、

前にも述べたように、イデオロギーとしての生渡教育論ではなく、実際iζ政府・財界が、どのような

教育体制安構想しているのかを確認し、棄に国民のための生涯教育体制の確立をめぐって、何が現段

階における争点になっているのか安明らかにしようと考えたからである。そのような視点から、政府

・財界の生涯教育構想のポイントをまとめると、次のように言う ζ とができる。

まず、学校教育の分野では、中教審答申をベースとして、多様化路線を一筋推進し、最終的には

学校系統の分化、すなわち複線型学校体系をめざしてお均、特 tζ現段階l立、高等教育機関を多様化す

るとともに、それを労働力の爵教育・樗訓練機関として確立する乙とが焦腐の課題とされてい7.， 0 そ

して、分化された学校系統のうえに、学校外教育の組織的・制度的確立がめざされている。それは、

一方では生涯訓練の体制として確立する ζ とであり、他方では霞民を思想的に掌援するための体制と

して擁立する乙とである。その中心には、企業内教育がすえられ‘それを補完するものとして、各種

学校、公共職業訓練、社会教育、車には学校教育カヨイjJ還付けられているのである。

乙のような政府・財界の生涯教育構想、の背景には、現代の急速な科学技術の進歩が、労働力の絶

えざる再教育・再訓練そ必要としているうえに、若年労働力不足の進行のもとで、婦人労働力を含め

た中高年労働力を中心とした労働力の有効活用・流動化をはからなければならないという現段階にお

ける労働力政策からの要請という側面と、 60年代の高度経済成長過程z 資本の強蓄積過程が生み出し

た「社会的緊張jへの対処という側部があるが、問時にそれは、国民の教育要求の高まりへの政府・

財界の{射からの対応策でもある。文部省が71年10月に 15才以上の者(学生・生徒を除く)約 2万4干

名を対象tζ して行なった「主主務教育に対する要請調査jにおいて、 88%の人々が「生涯にわたって学

習を続ける必要がある Jと答えている ζ とにも表われてい忍ように、(1)今日では、学校卒業後の国民

の教育要求は、非常な高ま ηをみせてお η、それにどう応えるかという ζ とが、国民的な謀是自になっ

ているといってよい。生涯教育構想をめぐる対立は、まま三私的にはその点tζ集約されるのであ η、言い

換えれば、生涯教育構怒が提起する独自の諜勉は、学校外教育を全体としてどう組織するか、政府・

財界の立場から組織するのか、国民の立場から組織するのか、という ζ とに他ならない。政府・財界

の生涯教育構想は、多くの問題をはらんでいるが、 ζ 乙では以上のような建白から、学校外教脊に焦

点をしぼって、斎干の検討を行なってお乙う。

まず、学校外教育の中心に企業内教育がすえられていることの意味に衡してである。企業内教湾

は、 「企業が、企業のために、企業の手で行なう教育J (山自立をー)という簡潔な定義に示されるよ

うに、本来私的なものであの、また実態としても、企業内教育への労働組合の発言権が基本的に認め

られていない日本においては、(2)それ以外のものではあのえない。企業が、いかに「本人のための教

育Jをスローガンに娼げても、それが「本人のための教湾Jというかたちをとった「企業のための教

育JIC他ならない ζ とは言うまでもない。しかし、 「企業のための教育Jが、 「本人のための教脊j

というかたちをとる ζ とによって、 「自己啓発中心の教育J，ζ転化され、労働者が自らの負但におい

て「企業のための教湾Jを受けさせられるという構造になるわけである。 (3)ζ うした企業内教育を、

生渡教育構恕のなかに、しかもその重要な部分に位鐙付ける ζ とは、それを国民(労働者)に提供さ
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るべき教育として、公的に認知する乙とを意味していると同時に、労働者の教育要求を、基本的には

企業内教育の枠内にとじ乙めようとするものでもある。そのζ とが問題となってくるのは、一つには、

有給教育休暇制度のあり方と箆接かかわるからである。

有給教育休蝦制度は、序でもふれたように、生涯教育体制を保障する制度的な柱のーっとして不
(4) 

可欠のものであるが、国際的には既に1965年ICILOが「有給の教育休日援に関する決議jを採択し、

74年には「有給教育休暇iζ関する条約及び勧告jとして採択するに支ってお η、また70年にユネスコ

が主催し 第3回世界成人教育会議においても、 「生涯教育への権利、勤務時縄中に収入を減らされ

るζ となく研修コース〈職業コースであ1.)と一般コースであるとを詞わない。)に参加する権利、及

び自己の学翠を継続するために必要な有給学習休般の権利を、その趣旨の法律の制定によって承認す

るζ と。 J(のを勧告している。 ζ うした留際的な動向のまえに、臼本の政府・財界も、もはやそれを

拒否する ζ とはできすご6) 早晩なんらかのかたちで有給教育休綴制度が実現されるであろうが、その

場合、政府・財界は、企業内教育を先のように位農づける ζ とによって、それをもって有給教育休

暇としようとしているのである。 (η しかし、有給教育休綴制度の意義が、他ならぬ、企業の外での教

育を有給で受ける権利を保障するものであ η、(8) しかも、その対象となる教育として、 (a)rあらゆる

段階での訓練(training at any leveU J (b) r一般教育、社会教育及び市民教育(general， social 

and civic education ) J (c) r労働組合教育 (tradeunion education) I日〉の三つを保絡するもので

ある乙とを考えれば、それを企業内教脊で代替する乙とは、まさしく日本的な歪曲なのである。

また、金業内教育は、よしんばそれが f本人のための教育jたりえたとしても、その教育機会は

決して安定的には保障されない。その ζ とを最も典型的にあらむしたのが、最近の繊維不況による一

連の事態である。繊維産業では、後期中等教育の多様化によって、ニ交代勤務にあわせた昼間定時制

や定通併修制の高校に学ぶ若年労働者が多いが、企業の都合tζ合せた変則高校である乙ともあって、

不況による解雇と共に転職、転校もままならず退学を余儀なくされているのである。 (1的資本の意のま

まに改造さたれ学校教育の悲惨な末路とでも言う他ないが、まが ηなηにも制度的な枠組をもった後

期中等教育ですら ζ の実態なのだから、企業内教湾が企業のその時々の都合によってどうにでもなっ

てしまうのは、自に見えているだろう(11)

ζ れらの点をみても、企業内教育を生涯教育構想の一環として位霞付ける乙とが、留民(労働省〉

の教育要求をわい小化す忍ものとして、重大な問題径持っている乙とがわかるが、更に、企業内教育

をも含めて、学校外教育をめぐる重要な争点は、政府・財界の生渡教育構想が意識的にふれない、教

育の計磁・管潔・運営iζ対する闇民とのわけ労働者(労働組合〉の参加の問題である。織業訓練(技

術及び職業教育を含む)(12)1ζ関しては、労働者の参加は、 ILOの1939年の「職業訓練に関する勧告

(第57号) J以来、国際的に確立された常識であり(13)特に62年の「職業訓練に関する勧告(第 117

4苦)J ，立、 「企業が行なう訓練JIζ対しても、 「使用者は、企業内の訓練計画の立案及び実抱につい

て、その企業に雇用されている労働者の代表者と協議しかっ協力すべきである。 J(1りとして、企業レ

ベルでの労働者の参加をも明確に勧告している。また、ユネスコ主催の第 3回世界成人教育会議 (72

年)でも、 「労働者教湾促進のための方策jと婚する勧告のなかで、 「労働者任代表する労働組合間

体が、成人教育プログラムの明定及び作成、割 η当てられた財源の管理、並びに成人教育活動の実抱

に関与する完全な権利を有するとともに、公の当局が成人教育経費を補助する乙とJ!5lをあげている。

乙のように、教干警の計画.J護営tζ対する労働者の参加も、今や盟際的な常識となっているが、政府・

財界の生涯教育構想、は、 ζ の点に関しては意識的にふれないのである。しかし、 ζ 乙で鵠題なのは、
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そうした政府・財界の姿勢はもちろんであるが、むしろ、国除的な労働組合運動が克ち駁った成果を、

日本の労働組合運動や教育運動が十分κとりいれる乙とが出来なかったという点κζ そあるといえよ

う。その結果が、今日の職業訓練や企業内教育に対する労働組合の取η組みの立ち返れに反映してい

るのであ答。その意味では、職業訓練や企業内教育、総じて学校外教育の計画・管理・運営への労働

者在中心とする国民の参加の問題は、国民のための生涯教育体制の確立の重要な環として位霞付けら

れねばならないだろう。

その他、主主渡教育構想、号をめぐる な論点は多々あるが、それらは別稿にゆずる ζ とにして、最

後に指摘しておきたい ζ とは、すでにこれまでみてきたことからも明らかなように、企業内教育の問

題も含めて、政府・財界の生涯教育祷恕がすぐれて、制度をめぐ忍問題として提起されている ζ とで

ある。しかもそれは、単に学校教育の分野κおいてだけではなく、学校外教育の分野においても、そ

うなのである。だが、学校教育はともかく、学校外教育をめぐる争点が、制度の問題にある ζ との認

識は、序でも述べたように必ずしも一般的になっていない。それはむしろ、資本による自己啓発の組

織化と国民による自己教育の組織化との対時としてとらえられる傾向にあるといってよい。たしかに、

学校外教育の中心にすえられた企業内教育をみれば、そ ζでは疑いもなく自己啓発の組織化がめざさ

れている。しかし、そ ζでの対立点は、企業の組織する自己啓発か、それとも労働者(階級)の組織

する自己教育かという点にあるのではなく、労働者の教育要求を私的な企業内教育として、しかも労

働者自身に負担任転化した自己塁手発として組織させ忍のか、それとも、自己教育をも含めた教育機会

を公的・制度的κ保障させるのか、という点にあそのである。すなわち、有給教育休暇制度の真の確

立、織業訓練の公共化、教育計画・内容・方法決定への労働者の参加、公的な教育機会の拡充等々、

真に国民のための生涯教育体制の確立をめぐる制度的な要求ζ そが、焦眉の課題なのである。自己魯

発か自己教育かという問題のたでかたは、乙れら制度的な要求の焦点をぼかせるばかめか、国民の教

育要求をわい小化する危険性委も含んでい忍といってよい。留民の教育要求には‘決して自己教育だ

けでは応じされないからである。たとえば、先の ILOの「有給教育休綴に関する条約及び勧告Jが

あげる三つの教育分野についてみても、自己教育が包摂しうるのは、 「労働組合教育jと、 「一般教

育‘社会教育及び市民教育jのかな ηの部分、および「あらゆる段階での訓練Jの極く一部分にしか

すぎない。しかも、今臼の国民の教育要求の高まりは、後二者を中心としており、特 fC r一般教育、

社会教育及び市民教育Jへの要求の高度化は、それを自己教育のみで包摂する ζ とを益々樹難ならし

めていると思われるのである。これらの点については、他の残された謀長自とともに、稿を改めて後討

するつもりである。

く注〉

}) 文部省大臣官房調査統計課『生渡教育iζ対する婆誘調査中間報告書手Jl (72年 5月)52頁。

2) もちろん皆無ではなく、労働組合との協約事項になっている企業もいくつかあるが、その数はまだま

だ駁られている。最近の毒事例では、精工舎における「教育訓練に関する協定Jσo年 2月締結7が注

目される。

3) とうした企業内教育の実態については、初務「鉄鋼独占企業における『会主主化Jと企業内教育の展開

過寺町 (道又縫治郎、他『鉄鏑業の「合理化jと金業内教育 1Jl北大教育学部産業教育計画研究施設

報告書第11号)の特に第4撃を参照。

4) そζでは次のように述べている。 r工業化諸国および発展途上の諸国において、主に科学技術の進歩

によって条件づけられる近代社会の開発は、初期の一般教育と職業訓練のみでは与え得ない新しく立

つ常K拡大する知識を必要としている ζ と、従ってまた、労働者をそれぞれの時代の職業的・教育的

.市民的要請に調整させるのを促進するfC適切な継続的教育を彼らのためκ推進するのが望ましいζ
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とに留慈し、 J r労働者が職場においてその任務を実行し、また社会の一員としての責任を果すのに

必婆な追加教湾と訓練の機会と刺激と安労働者に与えるための各磁の裂の有給教育休般を、レクザヱ

イションのための有給休暇とは5.Pl箆に労働者に与えるよう、それぞれの留の慣行に従い、法的措E室、

団体協約その他の方法lとより有効な処震をとる ζとを、 1LO加盟国の政府、使用者自体、労働組合

lζ要請する。 JCIi'第49回ILO総会報告書.s)またユネスコも64年の第13回総会において、労働者

に対して訓練κ必婆な休暇ーできれば有給ーが与えられるべきである乙とを決議している。

5) W第3図世界成人教育会議報告書f.s41頁 。"

6) 74年の「有給教育休暇IC関する条約及び勧告JICIま日本政府も賛成票を投じており、 「経済社会主義本

計画jでも「有給教育・訓練休綴の普及jの検討をかかげている。また財界私自経謁の f産業機迭

の変化と労働政策 Jと題する報告書 (74年3月)のt:tで、 「教育訓練のための長期休暇制度の導入と

資金的援助jを援ぎしている。

7) rw有給教育訓練休暇』を最も広い;意味で抱え、金業が勤務時間中IC労働者IC教湾訓練を受けさせる

場合も有給教育訓練休畷であると考えるならば、終身麗潟制を前提とするわが閣では既iとかなりの有

給教育休暇が存在しているといえる。 J (職業訓練馬訓練政策課「有給教育訓練休暇の意義と今後の

方向JIf'職業訓練.sVo1. 16， NulO， 1974， 8真〉。

8) OECD主催の「労働生活を通じての継続教育‘謬iI綴JIζ関する国際会議 0970年)においても、次

のような論議がなされている。

• The employer wiII tend to put emphasis on the training of those employees who will 

give the greatest return to the ent邑rprises. Various enterprises have differing possibi-

lities of training their workers. The bigfirms， which can count upon a reasonable part 

of their workers staying with th巴 firm，after training， may be able (and find it profita-

ble ) to keep 10 p邑rcent of their people in training. The small firm usually cannot do 

so. In gOod times， employers have moneyわrtraining their employees ; in bad days not. 
To secure a more even distribution of the training of all邑mployedp邑oplevario田 devi-

ces could be used， such as negotiated educational leave (cf. France ) or a legal right to 

training alJowances under specified circumstances (cf. Germany)." 

(OECD， Continuing Training and Education during Working Life， 1971， PP. 5 -6)こ

ζ では企業規模の遂いによる訓練機会の不平等性が問題とされているが、いずれにしても、企業外で

の教育訓練を受ける権利の保障は濁際的な常識となっているのである。

告 1LO r有給教湾休暇lζ関する条約j第2条. If'穀業謬iI綴JlVo 1. 16、Nu1O.1974， 13頁。なお、

「条約及び勧告jの原文(英文)は遠藤政夫著『教育訓練休暇ーその理論と実際一 JJ (臼本労働

協会、 74年11月〉の巻末に掲載されている。

10) 文部省のまとめによれば、今関の不況で勉学に何らかの影響を受けた定遇制高校生は、愛知、山形、

福島など12道府燥で 477人。内訳は愛知県下で 155人の全員が解雇されたのをはじめ、解麗された生

徒267入、退職26人、操短135入、一時帰休49人。 ζれらのうち、 ζれまでに転学できたのはお人と

いう有様である。If'朝日新開訓告74年11月28日朝刊。

11) 夜間を参照。

12) r職業訓練Jと「技術及び職業教育jについての定義は、 1LOの1939年の職業訓練勧告Kおいてみ

られるが、後者は、 「磁業訓練のため学校において施されるすべての程度の獲論的及び実地的教育J
と定義されており、問勧告が両者を含めてなされている乙と、また62年の職業訓練勧告も、 「ζの勧

告は、経済活動のあらゆる分野における雇用(最初のものであると否とを関わない。)又は昇進のた

めの準備又は湾訓練を目的とするすべての訓練〈ζ の呂的のために必要とされる一般的、戦業的及び

技術的教育を含む。〉について適用する。 Jとしているように、両者は密接不可分であの、むしろ広

義の意味での職業訓練は両者を含むものとして解されており、自本の教育研究者の関IC多くみられる

教育と訓練とは異うという見地が如何に平板約で誤っているかわかるだろう。労働省編lf'ILO条約

・勧告集(第 3板) .s (労働行政研究所、 64年) fi64. 607真。

13) 1939年の職業訓練勧告では、各種の織業訓練の調整及び発達は「特に使用者及び労働者の職業約国体

を含む利警関係者の組織的協カを以って、全国的規模において乙れを企てなければならないJ (向上
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565]'0ζ と、 「技術及び職業学校と当該工業又はその他の活動部門との問iζおいて、特に学校の管

理機関又は諮問機関における使用者及び労働者の参加により、密接な協力を保たなければならなしリ

〈向上568頁)乙と等を勧告しており、 ζれらの点は更に拡大されて62年勧告にひきつがれていって

し、る。

14) 向上616賞。

15) r第3回t世界成人教育会議報告審j41頁。
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