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文化的ヘゲモニーと社会教育制度

一一グラムシへのひとつの接近一一

鈴木敏正

Cultura1 Hegemony and System of Adult Education 
: An Approach to Gramsci's Theory 

Toshimasa SUZUKI 

I はじめに

1 

1997年はA.グラムシの没後60周年にあたり， 11月15・16日にはその記念シンポジウウムが「グ

ラムシ・現代イタリア・現代世界jというテーマで，日本の実行委員会とイタリア文化会館の共

催，両大使館の後援で開催された(1)。その成果は近く報告されるであろうが，イタリア政府の

援助による新たなグラムシ全集が出販されることになったということも含めて，今後あらためて

グラムシの著作全体をみわたした研究が発表されていくことになるであろう。

本稿は，そのような研究が進む備に， r社会教育制度Jを理解するよでグラムシから学ぶべき

ものを整理しておこうとするものである。筆者は旧稿 rr実践の哲学jと社会教育実践J(2)(以下，

単に!日穏という)において，社会教育実践論の立場からグラムシをどう読むかという問題意識か

ら，その人格論・自己諌外論・自己教育過程論および社会教育実践論に焦点をあてた検討をした

が，本橋のテーマはi日稿において残されていた課題であった。

グラムシを教育学的視点から検討しようとする研究は，数は少ないがこれまでにもあった問。

また，グラムシの国家論によって日本の教育政策を理解しようとする研究もあったし(4にその

中には社会教育研究にかかわるものもある(5)。しかし，それらによる教育学的研究は学校教育

に焦点化されているし，政策的研究は，イデオロギー的ないし理論的な評舗に終わっていて，具

体的に社会教育鰐度を分析していく方向はみえてきていない。もちろん，グラムシの理論をその

まま日本の社会教育制度に適用することには無理があるし，その批判的かつ創造的発農を必要と

するであろう。

現状でまず問題にすべきは，グラムシの留家論やヘゲモニー論の浬解そのものであるかも知れ

ない。最近では，グラムシの「フォーデイズムj論の影響を受けたいわゆるレギュラシオン理論

だけでなく，直接的に「受動的革命j論にもとずく現代日本資本主義の構造分析や，ヘゲモニー

論における「支配Jと f同意jなどを適用した「政治的・社会的統合jの分析，あるいは「知的・

道徳ヘゲモニーJ論の視点からの戦後思想の再検討などもなされているからである(針。もっとも，

それらはグラムシのヘゲモニー論から都合のよい一部分を利用しているという性格が強く，必ず

しも(本文でふれるような)その全体構造をふまえたものとはいえない。

学校教育にかかわってヘゲモニー論を展開しようとしていて注告されるのは， M.W.アップ

ルであろう。教育実践に深くかかわろうとしてきたアッフルは，ヘゲモニーは「われわれ自身の

意識に〈浸透>Jしているものと考え，それが日間人そ絶対視jし，みずからを f教fヒサービス
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の中立的技術者jとするような教育者1 知識人の日常的な生活と意識.r疑似科学的・管理的枠

組みjによって成立しているとしている。そして，そこから脱する「政治的・倫理的構造Jを求

め.rヘゲモニーに抗する鵠争に実際に参加するく有機的知識人>Jの形成を展望した。そうした

志向性はその後，再生麗論的限界を超えようとして，オルターナティヴを求め，多様な闘争は「よ

り公正な経済的・文化的餅度を創造するためにあるJと理解するようになるのである (7)。しかし，

彼のグラムシ理解はグラムシそのものというよりもR.ウィリアムズらに依拠したものであり，

そのヘゲモニー論は権力の側からのものに限定されていて，本稿で述べるような教育労働や教育

実践への示唆(それは，支配的なヘゲモニーに対する「多様な闘争jを理解する上でも重要であ

ると患われる)を含むグラムシの理解にはふれられていない。

以上のような動向をふまえつつ，ここで主題とするのは社会教育制度論であり，それもアjレチュ

セール流の構造主義的国家論や，フワレデュ一流のポスト構造主義的再生産論ではなく，制度その

ものを実践的・自治的に改変していく方向を克通すことをめざしてのものである。そのためには，

国家や制度のポストモダン論的な批判に終始するのではなく，それらの実践的な乗り越えを可能

にするようなポスト・ポストモダン的理論(8)の発展が求められる。「実賎の哲学jの立場から，

主意主義・主観主義と同時に，実証主義・経済主義や自然発生性を批判してきたグラムシなれば，

そうした方向を示唆するような議論を展開しているであろう。

社会教育に郎していうならば，その前提となるのは. 18稿で展開したような人格・自己疎外・

自己教育・社会教育実践の理解であるが，さらに社会教育制度の実践的な検討を進めるためには，

社会的分業のもとで位置づけられた社会教育実践，すなわち社会教育労働の理論が必要となる。

私見によれば，社会教育制度とは「社会教育労働の疎外された形態jであり，地域住民の立場か

ら社会教育労働の新たな再編成をしていく過程にこそ社会教育制度変革の基本的な方向があるか

らである。そうした理解を前提にしてはじめて，異体的かつ動的・実践的に社会教育制度を捉え

ることカfできるのである。

これらについては，すでに別のところでも指摘し，それらにもとづいて戦後日本の社会教育制

度を理解するプランを提示してきたところである(針。本稿では，その具体化を進める前に，あ

らためてグラムシの理解によりながら，社会教育労働論をふまえた社会教育制度論の展開を試み

ることが課題となっている。

以下，まずEで18稿を受けて.r主体影成の社会教育学Jの立場からグラムシの f実践の哲学j

を検討する視点を再確認しつつ，社会教育実践展開のいかなる局面でグラムシ理論が必要となる

かを，しばしばグラムシとの類創性が指摘される P.フレイレの理論との援巽性に注目しながら

検討してみる。次いで‘誼では，社会教育制度を議論する前提となるグラムシの悶家論，すなわち

「政治社会Jと「市民社会jの関係の理解について最低限の整埋をする。これをふまえて百では，

グラムシが f教育学的関係Jというヘゲモニー論を検討し，あわせて従来の社会教育制度分析の

定説であった「社会教育の構造的矛盾j論を吟味する。さらにVで、は.r知識人論jを社会教育

労働論的視点から再検討し.VIでは，社会教育の組織化という視点から，その諸形態の意味を考

察する。唖は，まとめである。

なお，本稿は北海道大学大学説教育学研究科の社会教育研究グループであしかけニ年にわたっ

てとりあげた. D.フォーガチ編 1グラムシ・リーダーJ(東京グラムシ研究会訳，御茶の水書麗，

1995.原著1988)の研究講読の成巣の一端を取りまとめたものである。とくにグラムシ没後60年

を意識したものではなく，院生諸君の希望により，古典的基礎理論研究の一環として，大学暁修
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士課躍のカリキュラムの一こまに位置づけて取り組んだものである。

向上蓄は，まさに「リーダーjとして繍集されており， rグラムシが奮いたものの金範囲にわたっ

ており，きわめて頻繁に引用される論稿の多くを可能な限り入れているj(鋪者序文)ものである。

その前半はグラムシの逮捕 (1926年)までに脅かれたものが歴年で，後半は「獄中ノートJがテー

マ別にまとめられているというユニークなものであるが，本稿では主として後半部分を取り上げ

る(以下，グラムシからの引用はできる限り同上警からとするが，その擦には頁数のみを丸カッ

コで示すものとする)。

このような検討の仕方は，文献学的には不十分のそしりをまぬがれないであろう。しかし，グ

ラムシを社会教育労働・社会教育制度論的視点から読み取ることが可能であり，それが社会教育

学にとって重要な意義をもつことそ指摘しようとする本稿の当面の目的からみれば充分であり，

かえって好都合である(10)。あまり知られていないグラムシの発言を発見したり，青年時代には

じまる思想的変化の過程をたどるというような作業は，別のところでなされるべきである。

韮 「実践の哲学jと社会教育学

グラムシの「実賎の哲学jが，筆者のいう「主体形成の社会教育学Jの枠組み(現代的人格→

自己陳外1 社会的陶冶→自己教育・社会教育実践→主体形成)からみて，かなり共通のものを含

んでいることについては問稿で指捕した。ここで、は，本稿に必要なかぎりで，いくつかのことを

補足的に確認しておきたい。

まず，主体形成にかかわっては「実践の哲学Jを獲得することの意義が検討されるべきであろ

う。それは，獄中のグラムシが検踏を避けるためにマルクス主義と同じ意味で使用したと理解さ

れ，狭くはマルクス「フォイエルバッハに関するテーゼj(1945年)における f実銭Jの理解を

指すと考えられている。もちろん，それは構造や上部構造にかかわる社会やイデオロギー諸形態

にかかわる社会科学的・文化的理解から，人関・人隠関係理解，さらには物質についての認識論

的理解にもかかわるものである。しかし，ここで社会教育学の視点から注目したいのは，人格論

的な「主体jの現解についてである。

「実践の哲学jは，機械的決定論の批判の上に成立するものであることはいうまでもないが，

理論を「実践の侍女jとするような行動主義をも超えて， r一つの麗史的生成jとしての「理論

と実践の統一jをめざすものである(pp. 416-針。それは，過去の文化全体の根底にある f歴

史主義jの立場にたつもので， r民衆文化と高級文化の対立Jの中で弁証法化された「知的道徳

的改革運動の集大成」である (p.436)。したがって，それはたんに体系的な哲学としてばかり

でなく，民衆の「心t性jを変革し， r具体的に，すなわち腫史的・社会的に普通的になるjもので，

f歴史的に真であるjことが証明されるものである (pp.431-2)。

グラムシはこの「歴史主義jを，政治・社会・経済の領域だけでなく物質観にも徹底させよう

としているのであるが，それは人格や人間の見方においても同様で、ある。この点は旧稿で指摘し

たが，グラムシは人簡を，筆者のいう「主体としての人格j，r本質としての人格Jおよび「実体

としての人格jの統ーとして，あるいはEジェルピのいう歴史的・社会的・実存的な人格とし

て捉えつつ，それらを単に存在論的のみならず，関係論的に，さらに過模論的に把握している。

とくに「人間とは一つの過程であるjとして， r能動的諸関係(一つの過程)J， r人間の行動の過

程Jを重視していることは，狭義の意味における主体形成，すなわち f過軽の主体jとして理解

しているものとして注巨すべきである。

人間を「過程jとしてみることは， r歴史主義jの徹底であり，またその前提となることである。
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「実践の哲学」が棄であることは，それが「歴史的・社会的に普遍的になるJことによってしか

証明されない。それゆえ，哲学と政治と歴史を統ーするような社会的・組織的実践が求められる

のである。グラムシの脈絡からは，それは政治的閑家と市民社会の諸組織における fヘゲモニーj

をめぐる「陣地戦jたらざるをえない。しかし， i意識変革jにかかわる社会教育実践の視点か

らして重要なことは， i実践の哲学Jの獲得は f過程の主体Jとしての意識を獲得することであり，

「歴史的・社会的jに実践的な主体として自己形成するために伺をどのように学習していくかを

理解していくプロセスなのである。まさに「実接の哲学Jは， i一定の社会諸集出が自己の社会

的存在・自己の力・自己の任務・白日の生成を自覚する地盤j(p. 224)なのである。

「臆史主義J的パースベクティプをもつために重要なことは，人間的実践や白日教育過程と同

時に，その前提となる自己疎外口社会的問冶過程をふまえることである。筆者のいう社会教育実

践の基礎構造である。この点にかかわっては，グラムシが人間を f集団的人関jとして捉え，そ

こにおける ill慎応主義jの形成を重視していること(p. 407)に注自すべきであろう。たとえば

フォード主義の理解は，グラムシの自己疎外出社会的梅冶過程論の具体化であるということがで

きる。そこでは，一般に工業主義の麗史は「必然的な結果である集団生活のますます複雑化して

いく諸形態を可能にするような秩序・正獲さ・精密さというつねに新しくより複雑かつ厳格な規

範や習慣へと従属させていく，しばしば苦悩と流血をともなう不断の過程jであり，合理化が比

較的容易であったアメリカでも「労働と生麓過程の新しい型にj順応した新しい型の人聞を鋭り出

すことjを必要としていた。まさに fヘゲモニーは工場から生まれ，ヘゲモニーの行使にあたっ

ては，政治とイデオロギーの専門的媒介者は最小限の数しか必要jでなかったのである(pp. 346， 

355)。

このレベルの具体性の上にたった上で，労働者の批判的意識， i実践の哲学Jの獲得過程，そ

れを援助・組織化する社会教育実践の論理についてグラムシが語るところは少なく，残された課

題となっている。しかし，性的道徳や飲酒の禁止を含めた労働者の習11化，テイラー主義的労働過

種による労働者の機械化，そして「高賃金Jにみる分配関係など，白日疎外z 社会的淘冶過程に

即して，主体形成をめざす自己教育活動の契機を検討すべき材料は，すでにグラムシによってい

くつか提供されているのである。

以上のことを全体としてみるならば，グラムシが筆者のいう意味での社会教育実践に近い論理

を展開しており，社会的分業の中でそれにかかわる社会教育労働の理解に重要な示唆をあたえて

いるということは予測できるであろう。ここで社会教育実践とは， i現代的人格がその意識にお

ける自己疎外を克服し主体形成を遂げようとする擦に不可欠となる自己教育活動を援助し組織化

する実践Jである。

意識変革過程としての自己教育過程については， i哲学と文化史の研究への序論と着手のため

の覚え書きJとくに「若干の予備的参照点Jに集中的に表現されていると考えられる。この覚え

欝きは，すべての人々が「言語j，i常識と良識j，あるいは「民関の宗教Jや「民間の低承Jの

中に含まれている「自然発生的哲学jをもっ「哲学者jであることを前提にしたよで，次のよう

な問いを発することに始まる。すなわち，①「批判的意識をもたず，ぱらぱらで場当たり的な仕

方で f考えるjこと，いいかえると外部の環境によって，つまり各人が意識世界に入ったときか

ら自動的に組み込まれる多くの社会集団の一つによって，機械的に f押しつけられた』世界観に

f与するjことJと，②「自分自身の世界観を意識的かっ批判的に鍛えあげ，したがって自分の

頭脳のこうした働きと結びついて自己の活動領域を選択し，世界史の創造に能動的に参画し，自
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分が自分の案内者になり，自己の人格への封印をもはや外部から受動的に，しかもいわれるまま

に受けとらないこと」の二者択一である (pp.406-7)。

①は， I意識における自己疎外Jとくに「無意識Jないし f産偽意識Jの状態を示していると

言えるであろう。それはユネスコの f学警権宣言j(1985年)にいう fなりゆきまかせの客体j

となっている状態である。これに対して②は，主体形成を遂げるための自己教育過程を意味して

いるといえる。同じく「学習権宣言Jでは「みずからの歴史を創る主体となる」ことであり， I質

問し熟慮する権利j，I構惣し創造する権利j，I自分の世界を読み取り，歴史を綴る権利」といっ

た権利項臣を現実fとすることにかかわるであろう。

旧稿でも述べたように，グラムシは①から②への展開を， I屈服的・従属的J意識から「批判

的虫記意識j=批判的・集団的人格へ，あるいは常識や良識から「実践の哲学Jの獲得へ，さら

には利己的・情欲的契機から倫理的・政治的契機への移行口 f人々の意識において構造を上部構

造に仕上げるjこととして述べている。それはまさに「意識における自己疎外Jを克服する自己

教育過躍にほかならないであろう。それは， P.プレイレがその識字教育実践を「意識化jの過

程として一般化するにあたって， I虚偽意識j=非能動的・依存的意識から「批判的能動的意識J
への発震を考えたことに似ているは1)。

フレイレとグラムシの共通性については，たとえば宮披a;作氏は「素朴反映論的な弁証法的唯

物論の拒否，歴史に対する理念の影響や個々の人間の力についての評錨，経済的な規定力に加う

るに知的・文化的な影響力の重視，革命過程における知識人の役割に関する脅定的な見方，指導

者における人間性の問題への関心等々jに求めている(12)。また，グラムシ研究家の片欄薫氏は，

プレイレの理解者である M.ガドッチの指摘を参考にして，識字教育にかかわるプレイレの理解

は，とくに f文化的・民族的統一過程における言葉の役割Jを重視し， I知的秩序を創造するた

めには，“共通語"が必要jであるとしている点において，グラムシときわめて近いと指擁して

いる(13)。しかし，本稿で指摘しておきたいのはこうした一般的な共通性と凋時に，グラムシと

フレイレの差異，とくに社会教育英践よのそれである。

社会教脊実践論においてグラムシが求められるのは， P.プレイレが提起した「文化行動J的

な実践を乗り越えようとする時であると言える。自己教育過程からみれば，それは意識イとあるい

は自己意識化の学習実践の先に，社会的実践と結びついた「理性形成jや自己教育主体形成が求

められる時である。この点で注司すべきは，地域社会教育の諮実践モデルそ提起している T.ラ

ベットの理解である。

すなわち彼は， 1970年代後半の北アイルランドにあって，文化行動として「意識化Jの実践と

理論を提起しているプレイレの限界を乗り越えようとして， I人々の臼常的な意識と行動からは

じまり，社会運動をも視野に入れることのできるグラムシムさらに「麗業と社会を管理する能

力の形成を重視して批判的・科学的な実践哲学の形成を強調するグラムシjに注告ししている。

そこからラベットは， I地域行動モデJレjが「文化行動モデJレJと区別されるものであることを

実践をとおして明らかにし，さらに「社会行動モデルjの地域社会教育実接を求めて，地域づく

り教育を創造していくのであった(凶。

つまり，プレイレは「世界を変革するために世界にたいして働きかける省察と行動，すなわち，

実践jを考えていたのであるが，その「意識化Jの実践は「世界を命名するための」対話であり(15)

具体的には識字教育が中心的な教育実銭となっていったのであった。これに対してグラムシが最

大の関心をもったのは，社会変革のための意識変革主「知的・道徳的ヘゲモニーjの確立であった。
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そこでは広い意味で「社会的実践jをとおした意識変革が関われていたのであり，フレイレの実

践が筆者のいう「前段自己教育jであるとすれば，グラムシにおいては「後段自己教育j(16)にか

かわる理論と実践が課題となっていたということができる。それは，ラベットがグラムシに影響

されつつ「社会行動モデルJを検討した持に， r理性に基づく権威j，具体的に f社会全体の民主

的コントロールの視点をもった組織化jを課題としていたことは7)と符合するであろう。

以上のことから，社会教育実銭の展開過程に位置づけるならば，プレイレを越えて必要とされ

るグラムシの理論は「後段自己教育J，とくに「地域づくり教育jや「社会行動モデルJの実践

にかかわる理性形成，さらには自己教育主体形成を農関する際に注目されるものであるというこ

とができる。

m r政治社会jプラス f市民社会j

さて， nでふれたラベットがグラムシを意識するもうひとつの局蘭は， 1970年代から80年代に

かけての地域づくり運動を周家論的に総括する際のものである。 60年代末以陣の北アイルランド

で興隆した地域行動に対して，政府はそれらの運動の「吸収機関Jを作ってその革新性を取り除

こうとすると同時に，地域社会関係改善・地域社会発展・地域経済発展にかかわる諸活動に「あ

めjと「むちj(r強力jと「開意j)を使って介入してくる。それは，国家のヘゲモニーの勝利

のようにもみえるが，他方で，地域諸グルーフがそれらを自分たちのヘゲモニー確立のために利

用する余地を生みだし，実擦に，多様なネットワークとパートナーシップの形成によって，そう

した方向をめざす新たな地域づくり運動も展開しつつある(l針。

こうした事需は，ひとり北アイルランドのみならず，日本を含む先進閣において共通する動向

であった。すなわち， 1960年代末から70年代前半にかけての住民運動と革新自治体運動，その後

の企業的・社会的合理化政策と並行する政府の地域政策，そして70年代末からの新自由主義・新

保守主義的政策の展開，それらに対する地域づくりと協同運動の展開の過程である。

本稿は，こうした脈絡を念頭におきつつ社会教育労働・社会教育制度論的視点からグラムシを

再検討しようとするものである。そのためにはまず，グラムシの国家論について一定の理解を必

要とするであろう。

グラムシがへーゲルの国家論を学んだことは，その同業組合や福祉行政の理解の外面的類似性

によってよく知られているが，その内実は，ヘーゲルを批判したマルクスに近い，現代の「ヘー

ゲjレ閣法論批判」であった(19)。その前提となっているのは，マルクス『経済学批判』の

における土台(グラムシの用語では f構造j)と上部構造の理解である。

グラムシが構造と上部構造は 1つの「歴史的プロックJを形成する(p. 220)という場合には，

マルクスの「経済的社会構成体jが念頭にあると考えてよかろう。問題は構造と上部構造との鴎

係であるが，旧稿でもふれたようにグラムシは「序替jから，人聞はイデオロギーの場で「構造

の諸矛請の意識を獲得するjあるいは「基本的な麗争を自覚するjという命題を引き出す。ここ

でイデオロギー諸形態を上部構造として理解した場合， r構造の諸矛j首jの理解が問題となる。

すなわち，周知のようにマルクスは，物質的生産諸力一生産諸隣係ーイデオロギー諸形態(上

部構造)という関係で社会の基本構造や人闘の生活過程全体を把握していたのであるから，マル

クスのいう「衝突Jについては，①物賀的生産諸力と生産諸関係の矛盾，②生産諸関係内部の矛

題，③構造と上部構造の矛盾，という 3つの解釈が成り立つであろう。グラムシが f構造の諸矛

盾Jないし f基本的な鴎争」という場合，論理的に言って③は徐かれ，内容的に①にふれるとこ
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ろは少ないので，②の理解にたっていると考えられる。しかしながら，政治家グラムシは上記命

題を強識しつつ，考察の重点を「イデオロギーの場J=上部構造に集中していく。

もちろん，グラムシがこの命題は「心理学的もしくは道徳論的性格ではなく，認識論的な有機

的性格のものJ(p. 248)であるという時には，構造と上部構造の相互規定的な関係が意識され

ている。そこでは，心護学的=自然主義的・客観主義的・経済主義的な解釈と，道徳論的=主意

主義的・主観主義的・政治主義的な解釈の双方が批判され， I機造と上部構造との必然的な棺互

関係(まさに現実の弁証法的過穏である相互関係)J(p. 221)が重視されている。それは「理性

的なものjは「能動的かつ実際に現実的であるjという理解を超えて， I上部構造の複雑で不調

和な総体は，生産の社会的諸関係の総体を反映Jしているはずであるから， I全体志向的なイデ

オロギ一体系のみが，構造の矛盾を合理的に反映し，実践の反転のための客観的な諸条件の実在

を表現するJ(p. 220)という理解に結びついている。

このように，構造と上部構造をたんに「必然的な相互関係jや「合理的に反映jする関係とし

て理解するとするならば，グラムシは土台と上部構造の二元的理解や「反挟論jを棄に克服して

いるのであろうかという焼問が生じるであろう。もとより，土台と上部構造の関係は，マルクス

が「生産力(生産手段)と生産関係という諸概念の弁証法jについて述べたように， Iその眼界

が規定されるべきであるところの，そして実主的区別を止揚しないところの一つの弁証法J(ZO)と

して把握されるべきである。しかし，経済的諸関係における矛盾関係の展開，それに規定された

諸主体の自己疎外，さらには転倒されたイデオロギー的諸関係の理解にふれていることが少ない

ことを考えるならば，土台と上部構造の関係についての検討はグラムシにとって基本的に残され

た課題となっていたとすべきであろう。

このことは，グラムシの考察が上部構造に集中していったことからも首脅される。それはまた，

国家と市民社会の理解にもかかわる。

グラムシは，上部構造を特有の国家論的視点から検討していく。そして，国家の一般概念には

市民社会概念に帰着すべき諸要素が入っているとして「閤家=政治社会十市民社会，つまり強制

の鎧をつけたヘゲモニーJと定義し，間家を「規制された社会のなかに汲み尽くされて解消して

ゆくことを本質的に免れないものJと理解する「国家の市民社会への再吸収Jの展望を与えてい

た (p.282)。この点はグラムシの環論的メリットとされ，のちの閤家論に大きな影響を与えて

いる。しかし，これまでみてきたことをふまえるならば，グラムシの圏家論と市民社会論にはや

や上部構造論的偏向がみられることも指撫しておかねばならないであろう。

すなわち，筆者は国家を主体的・関係的・実体的側面の統ーとして考えているが，グラムシは

このうち主体的側樹を重視し，関係的側面も経済的諸関係というよりも政治的な諸階級の際係編

成という視点で捉えており，実体的側潤すなわち層家の資本蓄積機能や諸事業をとおした社会的

生産力形成機能などについては注巨していないと替ってよい。また，上部構造論的に把握される

市民社会論は，経済構造との関係が明確でないかたちで展開される。厳しくみるならば，市民社

会の矛層構造が把躍されていないということができるであろう。そのことは，1市民社会もまたf岡

家jであって，むしろ闇家そのものであるjとし， I規制された社会(倫理国家あるいは市民社会)J

の強化によって医家の強制の要素は尽きていくと考える(p. 182-3)ところに現れている。そ

れは，以上のような理解のかぎりで，あくまで政治的国家と市民社会の対立とその止揚が主要な

課題であると考えられるからである。

ここで留意すべきことは，すでに竹村英輔氏が指摘しているように，グラムシにおける市民社
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会と政治社会は棺互規定的で，市民社会の倒々の機構・結社にも両契機があると考えているので

あるから，両者の区別は機構的・構造的・有機的区別ではなく「不可分の方法論的区別Jである

ということである(21)。グラムシ自身もこの箆別は「方法的なものであって有機的なものではないj

としており，市民社会一国家を構造一上部構造の関係と同一視したり，実体的な区別としての

み瑛解して盟定的に把握することは問題である。グラムシの国家論では，へーゲjレやマルクスの

「政治的国家と市民社会の対立Jの理解をふまえつつ，政治的国家の機能が市民社会の諸組織に

も及んでいるものと考えられている。その上で，市民社会を政治的閤家に吸収しようとするへー

ゲルに対して，市民社会にねざした「政治社会jのヘゲモニーを謹ることによって，政治的臨家

を市民社会に吸収しようとした点で，グラムシはマルクスと同じ立場にたっていると嘗えるので

ある。

しかし，マルクスは「政治的富家と市民社会の対立jの次元にとどまることなく，むしろその

対立が生まれる根拠を求めて，市民社会の経済学的分析を進めていった(22)。それに対してグラ

ムシは， r政治的国家と市民社会の対立jの枠の中でその対立を克服しようとして，両者を媒介

するもの，すなわちへーゲルのいう「福祉行政Jと「職業団体jに着呂し， r内務行政(ポリティ

ア)Jと「同業総合(コルポラティーヴォ )jの検討に進むのである。

その際，グラムシも経済構造との鶴係を重視している。「同業組合jが経済構造から直接的に

生まれてきたということや，既述の「アメリカニズムとフォード主義Jについての考察があると

いうことだけではない。圏家と市民社会および経済構造との関係にかかわっては，次の理解が重

要であろう。すなわち， r経済構造と，立法権および強制力そもつ国家とのあいだには市民社会j

があり， r闇家は市民社会を経済構造lこ適合させる道具jであり，そのためには「経済構造に生

じた変化の代表者が菌家を指導するものとなることが必要j(23)である，と。また， r物費的諸力

が内容であって，イデオロギーは形式j(p. 230)という理解もなされている。旧来，生産力 z

内容，生産関係=形式という「マルクス主義Jの解釈もあったが，グラムシは「物質的諸力jと

いうことで生産力というよりも経済構造を考えているのであろうから，上述の闇家(イデオロギー

形態)と経済構造の関係を表現する別のあり方であるということができるかも知れない。

いずれにしてもグラムシは，こうした把握の上で，指導=ヘゲモニーをめぐる闘争が展開され

る歯家と市民社会の関係に考察の重点をおくのである。

ここで， r政治的国家と市民社会の対立」という枠の中での論理がもっている限界をふまえて

おく必要があるであろう。市民社会の内的な矛請の展開と，そこにおける(とくに労働者階級と

しての)諸個人の自己瞭外の構造を必ずしもふまえていないグラムシは，職業労働組合の受動的

性格や，間業組合の停滞的性格を指摘しても(pp. 288， 291)，それらの内的な矛濡をみること

がない。「物神崇拝jを問題にしても，それはマルクスが商品論で展開したような転倒した関係

を言うのではなく，あくまで「個人と組織体との関係jにおいてであり，解決の方向は f能動的

で直接的な同意Jや「諸個人の参加jという組織的問題に解消されている(pp. 293-4)。そう

した実践は，一般的には，社会教育実践としても重要な意味をもつが， r物神崇拝jが生まれる

構造そのものを変革するものではない。それゆえ，上述のラペットは， r地域社会発展Jから「地

域経済発展jを含む地域づくり教育を展開する必要に追られ，実際にそうした方向での実践を展

潤していったのであった。

グラムシが市民社会を上部構造論的に把握し，それを国家論の中に位置づけたことは学問的に

も大きな貢献である。しかし，近代以降の f市民社会Jは商品・貨幣論的世界の上に成立してい
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るのであり，そこに躍有の矛盾，さらには労働力商品論や剰余錨鎖生産論，賃金論，そして資本

蓄積論レベルに酉有な矛盾とそこにおける自己疎外口社会的陶冶の論理をふまえるのでなけれ

ば，現代の市民諸俗人口労働者の主体形成過程の論理はリアリティをもったものにならない(24)。

それは， iアメリカニズムとフォード主義」の論点を系統的に発展させるためにも不可欠な作

業である。たとえば， iヘゲモニーは工場から」生まれるということも，自己疎外出社会的鞠冶

過程の中に労働過程論とくにいわゆる f管理労働の二語性Jをふまえるならば，その発展として，

次に取り上げるような，市民社会と政治社会の双方に展開するヘゲモニーの f二部性Jを基礎づ

けることができるであろう。

もっとも，これはあくまで理論的なレベルの問題である。政治家=革命家としてのグラムシは，

その実践的感性に支えられてこれらの課題に応える議論を展開していると期待できるであろう。

以下，それらを確認していこう。

N r社会教育の構渇的矛盾jとヘゲモニー装置

グラムシによるヘゲモニー関係の考察は，支配階級ないし国家がいかにその支配を貫徹してい

るかという視点と同時に，民衆口プロレタリアートがいかにヘゲモニーを獲得するかという視点

からもなされている。そもそもヘゲモニーの概念は直接的には革命家レーニンに学んだものであ

り，グラムシはそれをマルクス f経済学批判j序説にいう「人間はイデオロギーの場で基本的な

劉争を怠覚するjという命題(グラムシによって解釈されたもの)の発展であると理解している。

そうした視点にたてば， iヘゲモニー装震の実現は，それが新たなイデオロギー的足場を創出し，

意識と認識方法の改革を決定づける限りにおいて，認識上の一事実，哲学的な一事実jなのであ

る(p. 220)。

グラムシは， i涯史的に有機的な，つまりある一つの構造に必然的なイデオロギーと，意志的

で合理主義的かつ『意図されたjイデオロギーJとを区別して， i歴史的に必然のものであるか

ぎり，そのイデオロギーは 1心理的』正統性としての正統性をもち，大衆を『組織jし，人々が

行動を開始し，自らの位置を自覚し，闘うといった場をつくりあげるjと言う (p.229)。この

ような「歴史的に有機的なイデオロギ-Jを歴史・社会的に具体的に現実化させるものが「ヘゲ

モニー装置Jなのである。それは，アルチュセールに代表される構造主義的な「イデオロギー装

置j論において忘れられていた側面である。

もちろん，グラムシは支配集団話国家のヘゲ、モニー装置を重視している。彼は国家の倫理的側

面，すなわち「生産力発臆の必要性したがって支配階級の利援に合致するjような文化的・道徳

的水準にまで人民大衆を高めるような国家活動を重視し，とくに「積極的な教育機能としての学

校と，抑圧的で消極的な教育機能としての裁判所Jに注目しつつ，さらに「支寵階級の政治的・

文化的へゲ、モニー機構そ形成する，その他多数のいわゆる蛍利行為や私的活動がこの閥的をめざ

すJとした。しかし彼は，国家の終意をめざす社会集団(プロレタリアート)こそが，実際に「被

支配階級の内部分裂などを終わらせ，技術的一道徳的で統一的な社会的有機体の鍛造をめざす

倫環的国家の創出を可能にするJという展望をもっていた(p. 281)。

具体的には， i宮定による統治Jに頼らなくても傭人および諸集閣の鋭意が「関家的jである

新たな国家生活を生み出すことを志向し，開業組合的結合を乗り越えて関民的・人民的な f集合

意志jを形成するような社会諸集罰m 結社のf知的・道徳的改革Jを提起している(pp. 286-291)。

このことは，日本の社会教育を理解する場合においても重要な意味をもつであろう。なぜなら，
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公的社会教育を福祉行政とし，社会教育関係団体(行政的に認知されているかどうかは関わず，

市民社会において社会教育口自己教育活動を行う集団)を職業団体として把握して，それらの相

互関係をグラムシ的発想において検討することは可能であるからである。より基本的にはいわゆ

る「社会教育の構造的矛躍J，すなわち小川利夫氏がいう社会教育行政と国民の自己教育運動の「外

在的・内在的矛盾論Jとかかわるであろう。

すなわち，まず「外在的矛盾J論は「政治社会と市民社会の対立J論の具体化である。その問

題点は麗で、ふれたが，政治社会と市民社会の区別を「有機的なものではなく方法的なものjと考

えるならば，政治的閏家と市民社会を媒介する福祉行政z 社会教育行政と職業団体口社会教育関

係団体のそれぞれにおいて「政治社会と市民社会の対立Jをみることができるはずであり，その

視点が「内在的矛盾j論であるといえよう。そして，国民の自己教育運動や社会教育関係語体に

おける内的矛盾を位置づけることがなく，もっぱら社会教育行政の f内荘的矛腫J(階級性と公

共性の矛庸)に注目するのが小川氏の提起の特徴であり，社会教育職員の実態を解明するのに一

定の役割を果たしてきた。それはしかし， r政治社会と市民社会の対立j論の枠の中で議論する

ことの限界をも示している (25)。

社会教育の行政や職員について検討する際にふまえるべきは，グラムシの官僚性論であり，と

くに，すでに竹村氏が指摘しているような，へーゲルのそれとの差異である (26)。すなわち，官

僚制は「富家の支柱jであり，政治的国家と市民社会を媒介する「中問題Jかっ「知識層Jとみ

る点でグラムシはへーゲルと共通している。しかしながら，ヘーゲルがそれを倫理的国家の普遍

的利益を表現する f普遍的身分Jと考えるのに対して，グラムシが「統治婚級の特殊的利益に市

民社会を従属させる強力と同意の編成者Jと理解している点で，時者は対秘的である。官僚制と

市民社会との関係を重視するグラムシは，官僚制の機能を国家機構に眠らず市民社会に位置する

政党・結社・組合などにおいても認め，それを市民社会の歴史的展開と相関関係においてとらえ

る。こうしてグラムシは「清廉で、私心のない官僚制J(口公共性)を形成するためには，市民社

会において「調有の有機的知識人の集閉Jを形成しなければならないことを強調する，と竹村氏

は指摘している。

こうした理解は，国家的・行政的な官僚制と金業組織の相互浸透，そこにおける腐朽・腐散の

傾向があらわになっているような企業国家段階，そして現代帝国主義段賠にいたっている日本の

現段階においてとくに重要な意味をもってきているであろう (27)。社会教育行政の「内在的矛盾j

とされているものは，市民社会の内的矛盾の反映にほかならず，その解決のために焦点化されな

ければならないのは，福祉行政と同じく政治的国家と市民社会を媒介するものでありながら，市

民社会から生まれてきたもの，すなわち職業罰体出社会教育関係団体が「閤有の有機的知識人の

集毘jになっていく論理とプロセスなのである。

この点に関してはグラムシが，市民社会にある f多様な社会集屈が到達した陪質性・自覚・組

織化といった度合いJから，社会集毘展開の 3つの要素ないし段階を区分していることが参考に

なるであろう(p. 236)。

すなわち，①経済的一同業組合的統一性，②社会集団全成員の連帯意識， @r普遍的jレベ

ルでの知的・道徳的統一，である。①では「職業集団としての開質的な統…性Jがみられる。狭

い範簡での社会階層における統一性と理解できるであろう。②では， r利害上の連帯意識jがみ

られ，富家の問題が意識されるが，それはただ「支配的集団との政治的一法律的平等性を獲得

する分野Jであり， r立法と行政に参加する権利が要求され，またそれを修正する権利さえもが
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要求される場合でも，それは既存の基本的枠組内Jでのことである。いわゆる住民参加の段階で

あろう o ③では，普遍的なものが意識されるから， r陪業組合的範聞を越えて，他の従属的諸集

語の利益となりうるし，またならねばならない，という意識に到達jしている。それゆえ， r経済・

政治上の諸問的の完全一致に加えて知的・道徳的統一jが形成され， r一群の従属的集匝の上に

一個の基本的社会集団のヘゲモニーjが創出されている段階である。地域社会教育実賎レベルで

は，地域課題が意識される「地域づくり基礎集屈Jが形成され，さらに「社会行動モデルjの実

践を展開する段階であると言えるであろう。

すなわち，①から③への展開は，地域住民の自然発生的諸グループ(①)が， r地域行動モデルJ
の実践(②)をへて， r地域づくりモデルJあるいは「社会作動モデルJ(③)の実践へと発躍し

ていく過程と重ね合わせて理解することも可能なのである (28)。既述のラペットはグラムシのこ

の理解にふれているわけではないが，彼が「社会行動モデルJを求めてグラムシの浬論を参考に

した理出も首脅されよう。

その際付言しておくべきことは，第 1に，ラベットは f地域行動モデルjをふまえながら，新

たに「文化行動モデルJを提起していることである。それは，フレイレの理論と識字教育の実践

を前提にしながらも，より積極的に，地域住民の生活や行動の中lこ存在するより広範な領域にお

ける文化をとりあげ，集団的・協同的な文化行動を組織化し，地域ラジオ放送などを利用して公

共性を形成するというところまで踏み込んで、いる(29)。これらにかかわるグラムシの文化運動論

については，刊主主でとりあげることにしよう。

第 2に，ラベットが「文化行動モテワレjからさらに，地域社会発展や地域経済発展にかかわる

「地域づくりモデルJというべき実践領域を創造しているということである。筆者はそれを， r文
化行動モデルjの実践を「社会行動モデルJへと媒介するために不可欠な実賎領域であると考え

ている。地域社会発展や地域経済発展の毘有の意義についてグラムシが語るところが少ないのは，

彼がイタリアの国民的統一を重視し，上部構造を中心に議論を展開したことに照応しているであ

ろう。グラムシが獄中にあった時に活発に活動していた，地域づくり教育の先進例であるカナダ

のアンティゴニッシュ運動や，さらに社会行動モデルへの実践そ展開していたハイランダー民衆

学校などについては，グラムシは知る由もなかったであろう (30)。

ところで，社会集部の発展にかかわるグラムシの理解についてさらに注目されることは，上述

の3つの要素は「いわば水平的にも垂直的にもJ棺互にからみあっているものと把握されている

ということである。それは，経済的一社会的活動に応じて水平的に，領土的領域に応じて垂直

的にとされているが(p. 237)，これらは水平軸をどうみるかによって異なるはずであるから，

筆者は逆に考えてみたい。すなわち，経済的領域から社会的領域をへて政治的領域，さらには知

的・道徳的領域にいたる垂直的な連続性の中に位置づく多様な社会集団と，それらの横のつなが

りとしての水平的な位置づ、けにある様々な社会集団との絡み合いである。それらは，地域社会教

育実践とくに地域づくり教育を展開する上で必要となる，パートナーシップと，ま震誼的および71<

王子的なネットワークの実践の重要性(31)を指摘しているものとして理解することができる o それ

らはまた，社会教育実践の諸モデルは相互に規定しあい転化しあう重層的な関係にあると考えて

きた築者の環解とも重なる。

以上のことをふまえ，社会教育労働にかかわる制震の検討をしていく際に，あらかじめ整理し

ておく必要があるのはヘゲモニー欝係における f強力Jと「同意J，ないし「支配Jと「指導J
の関係であろう。グラムシによるこれらの区別はよく知られており，たとえばグリュックスマン
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は，グラムシが「同盟階級に対しでは指導的で，敵対階級に対しては支配的jあるいは「指導ま

たは政治的ヘゲモニーの行使」と述べていることなどをふまえて，政治社会ーディクタツーラ

ー強制装鷺一政府(狭義の国家)一権力装置ー支配という側耐と，市民社会一ヘゲモニー

ーヘゲモニー装置一統合的国家一間意の組織者一指導という側面の一連の二分割であると整

理しながらも，これらがよ部構造の「方法論的ニ分割jであり，政治的指導は支配を行使する上

での f絶対条件jになっているという (32)。

もちろん，支配(強制)と指導(同意)を有機的隠別として，罷家機構と「イデオロギー装闘j

にふりわけるような理解(たとえばアルチュセール)は誤りであり.rイデオロギー装置jにも

爵契機があると考えるべきであろう。しかし，社会教育制度を検討していく際にさらに重要なこ

とは，政治的指導と(文化諸領域にかかわる)r教育的指導」の区別である。周知のように，戦

後日本の社会教育制度においては，社会教育主事による f指導Jのあり方が関われてきたのであ

るが(33にそれは政治的・行政的指導と教育的指導の対立であったと詰ってもよいからである。

ここでは社会教育実践者の役割を表現するのに「援助jという概怠を使用しているが，最近では

「活性化jや f調整J.あるいは「仲介」などの多様な表現がなされている。 f教育的j指導とい

う視点が必要となる所以である。

また， r需盟階級に対しては指導的，数対階級に対しでは支配的」ということも機械的に考え

てはいけないであろう。「敵対階級jにも指導が必要になるといった現実的要請，あるいは指導

と強制はつねに不可分のものであり，教育実践はそれらの矛盾的統ーであると考えられる，といっ

た一般論からだけではない。もともとグラムシのヘゲモニ一概念はレーニンの労農同盟論の恵接

的発展であるが，レーニンの戦略はより綴密であり，たとえば農民諸階層にあわせて「貧農に依

拠し，中農と詞麗し，富農を中立化させるjというものであったことは周知のとおりである。こ

うした意味で民衆に f依拠jするということは文化領域での活動にとっても重要な意味をもつで

あろうし.r同盟」においては実例や実際経験にもとづくことが重視されてきたということは，

F.エンゲルス以来の労農同盟論の原則であったはずである(34)0 r問盟階級に対しては指導jと

いう意味も，こうした膨らみをもって検討していく必要が生まれるであろう。

さらに，現代の社会教育学の立場からは，農民を自己教育の主体として位麗づけるような農民

教育論の視点が必要となる。それは大きく， (1)盟民教育のー潔としての農民教育， (2) (労

働者との)相互教育としての農民教育. (3)狭義の f農民の自己教育jに分けて考えることが

できる。このような視点からみるならば，労働者が農民を指導するという関係において理解され

た「指導Jをも問題にしなければならないであろう (35)。

以上のような「指導Jをめぐる議論について，グラムシは明確な概念臨分をしているわけでは

ない。しかしながら，文化・教育の領域ではこうした理解が求められるであろうし，実際にグラ

ムシはそうした議論を展開している。以下では，それらについてみることになるであろう。

V 社会教育労働と知識人

グラムシは.r非知識人は存在しないjと言い，あらゆる人間は何らかの知的活動を営み.rr哲
学者jであり，芸術家であり，趣味人であり，…つのt世界観を共有し，道徳的符為の意識的指針

をもっており，したがって世界観の維持あるいは変革，すなわち新しい思考様式の覚濯に貢献す

るJ(p.400)と主張する。これは.I日稿でも指摘したように，すべての人間は自己教育の主体

であり， rすべての成人は教育者であるJ(E.ジェルピ)という理解に結びつけて理解すること
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ができょう。すべての人格は，自己教育の主体であると同時に，社会教育実践の主体なのである。

それは日本の社会教育法(1949年)が，すべての閤民を密己教育・相互教育の主体として想定し

ていることと同じ原理にたつものであり，社会教育を考える場合の出発点であると言える。

しかしまたグラムシは， rすべての人々が，社会において知識人の役訴を果たすわけではないj

(p.381)とも首う。これは，社会的分業の中で社会教育労働を行うものと，民衆が自然発生的

に，あるいはインフォーマルにおこなう社会教育実践とを区脱しているものと考えることができ

るであろう。

知的機能を果たすために専門化されてきたカテゴリーは， r歴史的に形成されるj。それは fあ

らゆる社会集団，とりわけもっとも重要な社会集団と結びついて形成されるが，支配的社会集団

との結び、つきのなかで，より広範かっ複雑にっくりあげられるJのである。支配権を目指して成

長するあらゆる社会集団は， r伝統的知識人jをみずからに「同化j し獲得しつつ，自己の f有

機的知識人Jをより多く「養成Jしようとして， r(忠義の)教育活動と教育組織の在大な発展j

を生みだし， r専門を多様化し，洗練していく試みjをして，多様な教育機関を発展させるので

ある(同上)。

以上のようなグラムシの理解は，われわれが地域社会教育実践を地域住民・社会教育関連労働

者・社会教脊専門職員の協同・協働・共陪で行われるものと考えてきたことと重なり合うという

ことができる。つまり，①社会教育実践は地域住民によってもなされるということ，② r(広義の)

教育活動Jには，教育を第一義的目的としていない，あるいは教育類似活動をする教育関連労働

が含まれるであろうということ，③社会教育専門労働は地域住民の自己教育活動を根拠とし，関

連労働者との協同において有効に展開するということにおいてである。これらにかかわってグラ

ムシは，さらに重要な指摘をしているo

すなわちグラムシは，知識人が「知ることから理解し，感じること」への移行と，民衆が「感

じることことから理解し，知ることjへの移行の相互規定的な関係を創造することを重視し，知

識人の誤りは， rr知ることJに民衆の情熱を弁証法的に結びつけることなしに，知識人でありう

る(そしてたんなる枝葉末節主義者ではない)と信じている点Jにあると指摘した。そして「知

識人と民衆一国民とのあいだの感靖的なつながりなしには政治ー歴史は形成されないJし，こ

のつながりを欠いては， r知識人と民衆との輿係は，純然たる官僚主義的形式的秩序の関係Jと

なると言う(pp. 434-5)。

市民社会であれ政治社会であれ，国家z 上部構造において組織化された知識人は f社会的ヘゲ

モニーと政治的支配の部次的機能を行使するための，支配集屈の f使用人JであるJ(p. 383)。

すなわち，人民大衆の「自発的同意Jか， r合法的にJ規律をもたらす国家的強制装置の機能を

はたすかのいずれかにかかわるのである。この「社会的・闇家的指導装罷Jの中には，官公吏だ

けでない一連の職務が合まれるが，その高度な段階には「諸々の科学・哲学・芸術等の餅造者J，

一番低い段構には「もっとも卑しい f行政官Jと，従来蓄積されてきた既存の知的財産の普及者j

がおかれるべきだとされている (p.384)。

このことは，感情一清熱が理解となり知となるような過程を創造する「知識人と大衆の弁証法J

的関係がなければ，地域住民と社会教育実践者の関係も「官僚主義的形式的秩序の関係Jになる

ということ，そしてその逆もまた真であるというように読むことができょう。 f官僚的中央集権

主義jによる「知識人Jと「非知識人Jの分裂の問題は，現代の日本における社会教育専門職員・

関連労働者と学習者z 地域住民の関係においても起きている，あるいはその可能性があるものと
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考えられるであろう。

筆者は，このことを表現するために，社会教育職員が位置づけられているところの社会教育制

度は「疎外された社会教育労働Jとなっていると規定し，専門職員・関連労働者・地域住民の協

同・協働・共同で社会教育労働を再構成することがその自己疎外を克服する基本的な方向である

と提起している(36)。グラムシが指摘していることには， r疎外された社会教育労働jを克服する

ために，社会教育実践者は「知識人と大衆の弁証法jを現実化すべく，地域住民と多様な知識人

の「感構的なつながり」を生む出すような場を創造し，地域住民の中から知識人が生まれてくる

ことを援助・組織化しつつ，みずからも知識人の一環を担うものとして，地域住民の「有機的知

識人jとなることが期待されているものと考えることができょう。

「新しい型の知識人Jの創造は， r筋肉的一神経的努力が，物理的・社会的世界を絶えず革新

する全体的実践活動の要素であるかぎりにおいて，新しい総合的世界観の基礎となるようにして，

すべての人のなかに一定の発展水準で存在している知的活動を批判的に仕上げることJにある。

それは文学者・哲学者・芸術家あるいはジャーナ 1)ストといった伝統的で通路的な知識人とは異

なり， rもっとも素朴で，未熟ではあっても工業労働者と密接に結びついている技術教育Jにお

いて必要とされているものである。それも単なる「専門家jではなく，建設者・組織者として f実

践活動に積極的に混じりこむjことによって， r技術一労働から技術一科学へ，そして歴史的・

人間主義的考え方へjと至るような「指導者J(専門家十政治家)である (pp.400-1)。

このように「新しい型の知識人」は，社会的労働に根拠をおきつつ，より広く「鰹史的・人間

主義的考え方jにもとづいて，広義の教育実践にかかわるような指導者z 知識人とされているの

である。それは，プロレタリアートの f有機的知識人Jであろう。

このことは，知識人を育成する最大の機関である学校の理解にもかかわっている。グラムシは，

「労働(浬論的一実践的活動)の概念と現実とは，初等学校に内在する教育原理であるJ( p. 389) 

と言う。また， r学校が生活から切り離されたことが学校の危機を引き起こしたJとして，学校

と生活を結びつけ，生徒たちに「真に活動的な参加jをもたらすべきことを指摘する (p.392)。

しかし地方では，職業学校型の学校が差剖を固定化する傾向を批判し，すべての市民が統治者に

なること，あるいは統治者と被治者を一致させるような「民主主義的傾向jの重要牲を強調して

いる(pp. 396-7)。

そこには「学習も，知的のみならず筋肉的一神経的な特別な訓練をともなう仕事であり，大

変骨の折れるものだjという理解がある。それゆえ， P.フツレデューの「文化的再生産論jや「ハ

ピトウス論jがいうような，学校教育に適合的な性向そもった子どもとそうでない子どもの差異

や， r民衆の多くは，学習の難しさのなかには彼らを不利な立場に聾く f仕掛けiがあると考え

る(さもなければ自分たちは生まれっき懸か者であると考える)Jといった， P.ウィルスを紡備

させるような指摘をしつつ，これらの中から新たな知識人層を創出するためには「未禽有の臨難

を克搬しなければならないJとしている(pp. 398-9)。

これに対して成人教育については，労働教育というよりも，むしろ文化活動にかかわる指摘が

多いことが注目される。既述のように，新しい知識人の形成における社会的労働とのかかわりを

重視しつつも，労働そのものの教育的意義というよりも，それを知的・道徳的ヘゲモニーにまで

「仕上げるJことが課題となっていたからであるということができるかも知れない。

もちろん，学校教育と民衆教育の共通点はある。民衆の教育においては， r出発点はつねに常識J

出「自然発生的な哲学Jである (pp.428ー針。学校の哲学教育においても， r生徒がすでJこ知っ
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ていることから，生徒の哲学的経験から始める必要Jがあるのであり， rまず最初は『常識Jか

ら始め，第二に宗教，そして第三番自になってやっと，伝統的な知識人集団によって練り上げら

れた哲学体系Jに進まなければならない(p. 431)。しかし，既述のように哲学を世界観として

考えるとき，民衆の「心性Jをf具体的に，すなわち歴史的・社会的に普遍的jになることによっ

て棄であることが証明されるような文化闘争としての哲学的革新が問題とされなければならな

。、
，tv
 

ここでグラムシが，民衆教育を進めようとする擦に「啓蒙主義的」誤謬，すなわち， r職業的

知識人と閉じ方法によって教育するjという誤りに注意を喚起していることにふれておくべきで

あろう o 職業的知識人の方法とは， r機能と演緯を巧みに結ひ'つけ，無内容な形式主義に陥るこ

となく一被化し，…つの料断領域から別の判断領域へと，一定の判断基準を移行して，それらを

新しい条件に適合させる等々jの方法であるが，それは熟練し専門化された知識人の能力であっ

て，それを民衆に押しつけることはできないとグラムシは言うのである。そこで彼が指摘してい

ることは，次のようなことである(pp. 490-2)。

第 1に， rねばり強く系統的なJ反復が基本的な方法論的原郎であることである。それはもち

ろん，単純な反復ではなく， r多様な特異性や文化的伝統へのそれぞれの概念の適用でなくては

ならないし，全体のなかに各部分を常に系統立てながら，すべての肯定的側面と低統的苔定面に

おいて，概念を繰り返し示すことjである。

第2に， r必要な仕事は複雑であり，分節化され，段階的jであるということである。「単純な

浬論的叙述Jに限定することなく，機能と演緯，形式論理と弁証法，同一化と区間化，実証的証

明と古いものの破壊が， r抽象的にでなく具体的に，現実と実際的経験にもとづいてJ組み合わ

せられなければならない。

第 3に，現実の文化状況と「常識Jの実擦の現れ方について「組織的で系統的な見取り図Jを

与えてくれるような， r統計学jは不可能であるということである。そこで必要なことは， rもっ

とも広く普及し，もっとも民衆に受け入れられているjものを，過去のイデオロギー的潮流の研

究や批評と結ひーつけて系統的に「総点検jすることである。

第 4に， rより一般的基準Jとして，思考様式・信条・意見の変化は f急激な，同時的かっ一

般{とされた f爆発JJによってではなく，異質的で権力的統制のきかないような「連続的な組み

合わせJをとおしておこるということである。 f爆発J的なま〕想は「批判的精神の欠如jによっ

て生じるのであり， r一連の中間的組み合わせJ，rさまざまなイデオロギーの腐の多様な組み合

わせJが重視されなければならない。「情念は衝動的だが，文化は複合的な精錬化の産物jなの

である。

以上のことは，啓蒙的教育を乗り越えて，地域住民みずからが「実際生活に期する文化的教養J
を高めるような自己教育活動を援助・組織化しようとする社会教育実践者が念頭におくべきこと

であろう。それらはまた，社会教育労働者の専門性が求められる理由を示している。筆者は地域

住民の自己教育過程を，浬論的には意識化→自己意識化→理性形成→自己教育主体形成という展

開において捉え，それらはそれぞれ固有の内容と方法をもっ実接領域として重層的な閥係にある

と考えてきたが，そうした視点からしでも，上記のようなグラムシの指摘は興味深いものである。



16 教育学部品己婆 第76号

U 教育への「別の選J

以上のようにグラムシの知識人論を社会教育労働論の視点から把握できるものとしても，社会

教育実践者でもその研究者でもなかったグラムシのテキストから，どのようにして具体的に社会

教育労働そ組織する方向を読み取ることができるのであろうか。最後に，社会教育組織化の諸形

態を理解する上で重要でおもわれる点についてみておきたい。

哲学を実践的な「文化的一社会的j統一の問題と理解するならば，民衆のかかわる「いかな

る fヘゲモニーi関係も必然的に教育的関係Jであり，その関係は「社会全体を通して存在し，

他の諸個人と関係するいかなる個人にとっても存在しているjものと理解される (p.433)。か

くして民衆の雷語や文法の問題からはじまり，民衆の「世界観および生活観Jである民間伝承や

哲学的民間伝承である「常識jが， rきわめて真部自な，真剣にとらえるべきものjとなるので

あり，それによって「近代文化と民衆文化あるいは民間伝承のあいだの分離Jを消滅させるとい

う教育の課題が明確になってくるのである (p.449)。

ここから先，常識の中から良識を抽出し，批判的自己意識を形成することをとおして「実践の

哲学jに仕上げていく過程が，筆者の言う自己教育過程として理解されるということについては

すでにふれた。ここでは，学校とは異なる社会教育の組織化にかかわるものとして，グラムシが

考えていた f別の選jについてふれておく。

その際，マナコルダ fグラムシにおける教育原理J(1970) に住回してみたい。同蓄は，教育

学的視点からグラムシの患想を年次的かっ体系的に考察した数少ない研究のひとつである。その

副題「アメリカニズムとJI額応主義jが端的に示しているように，マナコルダは学校中心的な「教

育学的教育学jを批判し， r動的JI展応主義Jの立場から，教育を政治や工業と結びつけて理解し

ようとしている。最近邦訳された問書の「日本の読者へjにおいては，その「工業主義的j，r順
応主義的j理解に対する批判を受けて，後者の行き過ぎについては自己批判をしつつも，前者に

ついては「工業主義を自然の人間化という顕難な過程における入国と人間との関係Jと理解する

ことによって，あらためてみずからを「擁護jしている(37)。

マナコルダの検討もグラムシの教育への言及の範屈に規定されていて，量的には学校・子ども

をめぐってのものが中心で、はある。しかし彼は，グラムシがファッシズムによって逮捕される前

に，レーニン主義の影響を受けて|日来の学校を批判し， r人類によって作りあげられてきた全知

識の系統的発農jを含み，かっ「大衆との有機的紳jをもつような「別の道j.すなわち f知的・

道徳的秩序の要求，文化の組織化，集団的知識人としての政党，指導プラス合意からなる党のヘ

ゲモニー機能，文化と同時に労働の教育原理をともなう新しい統一学校jを追求するようになっ

たことに注目している(pp. 57， 64， 68)。この「別の道jは，獄中での学習・教育活動の経験

をもふまえて，その後発展していく思想である。ここで注目すべきは，以下の点である。

第一は，逮捕前に「推進者」としての経験のある「道徳生活クラブjからさらに展開して， rだ
れもが願番に共同討議の論題に関する報告者になる文化サークルj，あるいは「雑誌編集室Jと

して機能する(とくに成人教育のための)学校である。そこでは， r建設的な集団的討論と批判j

をとおして偶人を専門家にする「相互教育的符為j，r考察やコミュニケーションが文書化される

ことJの重要性が指摘されている。

さらにマナコ jレダは，グラムシが「実り多い活動原理jとして次のように言うことに注目して

いる。すなわち，ある一定の活動に責任を負ったメンバーの誰もが， r“助産"術を駆使して自分
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を方向づけ援助してくれる案内者としての助言者J，r彼の代わりをするのではなく，単に活動上

の援助をし，いわば披を知的に“テイラー化"する活動の規律，産出様式を彼自身のなかに発達

させるjような人を互いに選びあえるような関係である。マナコルダはこれが「知的労働と手工

的・工業的な労働Jを統一しようとする初期のグラムシの学校の理解に合致しており，年長の諸

世代は「実際生活のなかで自己教育ぢれていくJという方向で， r技術者でもあり同時に指導者

でもあるような人間の形成jをすすめようとする f別の道Jや fイデオロギー諸構造Jでち発展

させるべき課題であるとしている(38)。

マナコ jレダのいう「加の道jは，まずサークル・クラブ・協会といった諸グループ活動を指す。

筆者も旧稿で「文化サークルjそとりあげてその社会教育的意義に注目したのであるが，それら

は自己教育・相互教育を発展させる共関学習のモデjレとして考えてよいであろう (39)。ここで薫

要なことは教育実践者は，学警者と相互に入れ替わり，助産・案内・劫替などの活動をするもの，

総じて「援効者jであるということである。ここには，自己教育活動を援助するという社会教育

労働の原点があると言えるであろう。グラムシにあっても，そのことが非定型的な「文化サーク

ルJにかかわって指摘されていることに注目しておこう (40)。

第 2に，もうひとつの「別の道Jとして， r特定の一社会集団の文化諸機関Jとしての fアカ

デミアJがあげられていることである。「知的労働と手工的・工業的労働jの統ーを組織的に展

開するためには，サークルやクラブといった活動では不十分である。そこでより組織的な文化機

関，すなわち知的・手工的な統一学校の頂点としての大学やアカデミアが求められるのである。

アカデミアでは生産との結び、つきが強調され，グラムシは「産業会議，労働の科学的組織化会議

もしくはその活動，工場の実験室をコントロールするであろうjとまで述べている。

この f知的研究活動と生産労働との双方の科学的組織化Jをするためのアカデミアないし大学

は，生涯教育・再教育というテーマにもかかわるものであり，マナコルダはグラムシが「全国セ

ンターから都市や農村の周辺サークルへという地域的観点と，専門化の観点Jの両面から， r多
様な分野での全臨的計酉にそって組織された研究と生産とのつながりjを保持するように， r専
ら組織的構造を研究j しているとしている。それが，国家や教会によって総織され，知識主義的

であるどころか，グラムシが「まやかしもの，にせ真珠，コップの底の残りかすjの配給機関なっ

ていると酷評した「民衆大学Jへの批判を前提にしていることも明らかである(41)。

このようにして大学と並んで「科学的組織化jを推進するアカデミアは，系統的な学習を展開

する定型教育のかたちをとるであろうことが推iflJJされる。しかし，文化的組織化という視点から

みれば，地域での「文化サークJレjや職業的・生産活動的諸活動と，全盟的視点から組織化され

るアカデミア・大学とを媒介する多様な教育組織が求められるようになるであろう。

そこで第 3に，その他の「イデオロギーの素材jとしての多様な文化機関・文化活動にも注目

する必要がある。マナコルダは，最後の獄中ノートでグラムシが「自然発生的過程への介入に最

も適している媒介手段Jを考察していて，次のような一覧表をあげていることを指摘している。

すなわち， (1)学校， (2)新聞， (3)芸術作品作家と大衆作家， (4)演劇と有声映画， (5) 

ラジオ， (6)宗教的なものを含むあらゆる種類の公的集会， (7)教養の高い住民と低い住民と

の諸賠層間の“対話"関係， (8)地域の方言，である(42)。これまでみてきた文化サークル(編

集・出版活動)やアカデミア(学校)以外に，きわめて広範囲な文化的諸機関すなわち社会教育

組織が考えられていて，そこには「公的集会jや「諸階層の障の対話の場jなどの不定型的な教

育活動に典型的なもの，あるいはそうした実践において意識的に利用される新聞・ラジオや文
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学・演劇・映画なども含まれていたことがわかる。

グラムシはこれらを体系的に結びつけて検討しているわけではないし，マナコルダもそのよう

な考察を試みてはいない。グラムシはしかし，支配階級のイデオロギー構造をを支える「実体的

経織化Jの研究が必要であると言っている。そのイデオロギー的実体の中では「出版jが最もダ

4ナミックなものとされているが，それだけではない。 f図書館，学校，さまざまな穏類の集ま

りやクラブ，さらには建築物，通りのレイアウト，その名称にいたるまで，臨接的，間接的に世

論に影響を与えるか，あるいは影響を与えうるものは，すべてそれに属しているJのである。革

新的措級がこれに対置すべきは，まず「人間のマスという要素jを取り除くような「分裂の精神j，

あるいはアルチュセールが認識論的に提起したような「切断Jの精神である (p.480)。以下，

このような分裂=切断からはじまる革新的階級の諸活動にかかわって，いくつか学ぶべきことを

あげておく。

イタリアの文化の民族的一人民的な崩新と統一は，グラムシにとって，ヘゲモニーを実現す

るための重要な課題であった{制。それは， r常識と古い世界観にとって代わるj文化運動， r大
衆から直接生まれる新しい型の知識人エリートjを生み出す活動が求められる理由であった。そ

のためになされるべき比較検討の項目としては，文化組織とそれにかかわる知識人の人口に占め

る比重，そして f最大の文化綴織の双壁Jである学校と教会， r新開，雑誌，書籍および，闇立

学校を補完するものとして，また人民大学型の文化機関として，私立の教育機関j，さらに f医

師や将校や裁判官その他の職業Jの専門的活動も数えられている。しかし，どの国でも「大衆と

知識人集菌とのあいだj，そして「知識人集団の麗と層のあいだで，また同じ!醤でj大きな分裂

が存在していることが指摘されている (pp.423-6)。とくにその傾向が強いイタリアで，有機

的知識人の形成が重要な実践的課題となる理由であろう。

この文化運動は，競述のように，民衆文化・民隈伝承を基盤としたものでなければならず， r民
衆意識に根ざした新しい文化と新しい哲学j(p.431)が必要である。しかるにイタリアでは，

民衆的とは閤民的とほぼ舟じであるが，知識人は悶民から遠く離れ， r闇内の知識人分子は外国

人より外国的Jであるという傾向がある(pp . 458， 460)。グラムシは図書館にも住目している

のであるが，こうした状況の中で，民衆が好んで読む f外国書jとしての大衆小説の中にどのよ

うな感受性や瞳好，要求が含まれているかを考察している。

そして，この延長線上に演劇や映瞬が重視される。そこでは「民衆のイデオロギーに顕著に結

びついたヒントやそチーフをドラマ化Jしたニッコデーミの諸作品や，その感性と道線的額向を

都会の大衆の心理とむすびつけたイプセン f人形の家jなどを，知的・道徳的な進歩を示す「カ

タルシスJを表現するものとして評価している。しかし，それはあくまで論文や演説と異なる f表

現Jであり，作者は「現実の世界のなかで，その矛盾するあらゆる欲求とともに生きなければな

らず，たんに本から吸収された感情を表現するのであってはならないjことを強調している(pp. 

466-7)。民衆のかかえる現実的な矛盾から出発して「カタルシスJを表現するというところに，

文化活動の一般的特質を求めているということができょう。

これに対して，イタリアの国民的芸術であるオペラについては， r深く感じとられ経験された

伺かjを問う「風刺J的要素を評価する一方で， r上品な領域に入るための手段Jのようにみえる，

生活の f机上論的j堕落を批判している。またオペラについては， r泊のついた言言葉はより覚え

やすく，その曲の流れのなかで思考が一つの形態をとるJようになるため， r決まり文句Jを模

倣するといった民衆の審き方における額向をもたらしていることも指癒している。
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既述のように「感ずることjの重要性を理解しつつも，書くことや書かれた言葉の間有の意味

を大切にするグラムシの批判は，民衆演劇， r都会や田舎の一連のショーJにも向けられている。

それらは「詩や芸術作品を読むことや，内面的かっ個人的な熟考を通してでなくJ，r演説調の，

演劇的な表現を過して稽好が形成されるjからである。これに対しては，こうした晴好に対する

「容赦ない批判Jと， r修辞的でもなければオペラ的でもない感情の表現された， r気どりJのな

い言葉で書かれたり翻訳されたりした詩集の普及jを提案している (p.468)。

このことは，会話や口頭の弁論の皮相性，弁論による学警のいい加減さに対する批特に結びつ

いている。もともと「口承による知識の記憶は，あらゆる教育の基礎Jであったが，学校が「文

字で警かれる課題Jを導入し，日]刷術が普及することによって教育活動の量的・質的拡大をもた

らした。それは，技術ー職業学校よりも， r人文主義的j教育(塵史・文学・哲学)にもとづく

普通高等学校の生徒の成績が良くなるということにもあらわれている。しかし， r口頭によるコ

ミュニケーションは迅速性をもち，文字よりもはるかに広い影響範箇と，感情に訴える同時性を

備えたイデオロギー普及手段jであることは，それが皮椙的なものであるにもかかわらず，演劇・

映画・ラジオ，さらには「広場の拡声器jなどが「あらゆる形態の文字によるコミュニケーショ

ンを叩きのめすJことに示されている(pp. 470-3)。

こうした理解は，最近の日本の学校教育の現場でも導入されつつあるいわゆる「ディベーり

などの教育方法を批判的に検討したり， r書く言葉」や「書かれた言葉jのもっている省察的・

自己意識化的機能の再評価をする上でも重要である。もちろん，このような「弁論J的活動とは

別に，グラムシが既述の「文化サーク jレjにおける討論などにおいて重視している「話す言葉j

の自己表現的・自己実現的あるいは相互承認的機能も重視しなければならない。こうした検討は

また，既述の峡蹴・演劇の社会教育実践上の位龍づけ，各種イベント活動の評価，地域集会的活

動の進め方，さらにはマスコミなどの教育的機能そ議論することにもつながっていくであろう。

以上のようにグラムシは，イタリアの文化をきわめて志く包括的にとらえ批判的に検討してい

る。それらと「文化サークJレjや fアカデミアJとの関係はグラムシにおいては暁確ではないが，

必然的に関われるべき課題であろう。それは，文学や芸術の領域においても，めざすところは「民

衆意識に根ざした新しい文化と新しい哲学jの創造であるからである。

グラムシには， rたとえ避れた棟腐なものであったとしても，さまざまな好みや傾向等や道徳

的・知的世界をもった，あるがままの民衆文化の腐植土のなかに新しい文学が深く根をおろすj

(p.505)という確信があった。披にとって「新しい文化jの創造は「新しい道徳生活jの創造

であり，それは「新しい生活感覚と緊密に結びつかざるをえず，最終的には現実を感じとり理解

する新たな様式となり，さらに『現れうる芸術家J，r現れうる芸術作品JIこ深く植えつけられた

世界Jとなるのである。そこで自信をもって歴史的生活に参加する新しい社会集聞は， rかつて

はある仕方で完全に自己を表現するのに十分な力を見いだせなかったような個性を，自身の内部

からJ呼び覚ます(p. 501)。文化の内実が個性の発揮にあることが，それを支える歴史的・社

会的基盤とともに考えられているのである。

こうした視点からグラムシは， r安上がりに独鎖性と個性が追求されているjことを批判し， r規
律と社会性に重きを置き，しかもなお率襲さ・自発性・独創性・個性を強く求めるJという「臨

難な道jを志向する。したがって，たとえば当時に建築の領域において議論となった装飾主義的・

「産業主義的Jなキッチュと機能主義的・「合理主義的jなモダンの対立においても， r儲々の

裕福な購買者の晴好Jを満足させるようなものはつねに「産業的Jであり， r特に集間的な形態



20 教育学部紀婆第76号

で大衆の晴好を創造し，この噌好を洗練することに向けられるとき，それは『産業的jではなく

て無私のものであり，つまり芸術であるjと喝破するのである(p. 511)。

その際，装飾的ではあるが， r生活の芸術化jをめざした W.モリスのような運動(44)が評儒さ

れているのかどうかは分からない。しかし，グラムシの文化・芸術をみる視点は明確であろう。

彼が rr実践家jこそが，すべての芸術をすべての人々にとって必要なものとし，すべての人々

を『芸術家』にすることを提案しているのだJ(p.51O)という時，民衆とその有機的知識人・

有機的な芸術家こそが文化・芸術の享受者であり創造者，そして批評者(45)であるということを

主張し，それが真実であることを歴史的・社会的に証明しようとしているのである。

四おわりに

以上でみてきたことによって，社会教育労働論をふまえた社会教育制度論を展開する上で，関

家論・ヘゲモニー論・知識人論そして教育・文化論にわたるグラムシ理論は，われわれに重要な

示唆をあたえていることが暁らかになったと思われるo 従来の革新的な成人教育論たとえばプレ

イレのそれをも越えて，とくにグラムシが求められるのは，自己教育過積からみれば，社会的実

践と不可分に結びついた後段自己教育，社会教育z実践モデルで言えば，地域行動モデルからさら

に地域づくりモデルや社会行動モデルの実践を展開しようとした時であった。

たしかに，革命家グラムシの環論は多分に政治主義的・党中心的側頭がある一方，その学校を

中心とした教育論には，マナコ jレダがいう「工業主義jやrJ績応主義jがあることの問題点も指

掃できるかも知れない。しかし，グラムシの視野は狭い意味での政治に眼定されない歴史・社会・

経済・文化の全体にわたっている。「工業主義」や「頗応主義Jは筆者のいう社会的掬冶論に相

当するものであり，その上にはじめてリアリティのある教育・文化活動論が展開されるものであ

ると言える。

教育学的視点からみるならば，グラムシの臆史主義的かつ総体的なものの見方は，その人関理

解すなわち人格論に照応している。すなわち，本稿や!日稿で指摘したように，グラムシは人聞を

筆者のいう実体・本質・主体の統ーとして捉えつつ，単に存在論的のみならず関係論的に，さら

に過程論的にとらえるがゆえに，主体形成過寝としての実践を重視するのである。それを社会的

に徹臆する時に「歴史主義jが生まれるのであり，真理は康史・社会的に証明されるという認識

論につながるのである。こうした理論は人間社会を構造・市民社会・政治社会の相互規定的な総

体 (r麗史的プロックJ)として把握しつつ，上部構造(市民社会と政治社会)に考察の重点をお

いていることに反映している。それは国家論においても開様であり，実体的側面の位寵づけが弱

いという反面，主体的・関係論的側部を徹寵することによって，グラムシ閤有のヘゲモニー論が

生まれてくるのである (46)。

区別と対立の中にある社会を総体として把握するという視点は，政治社会と市民社会の区別す

らも有機的・構造的なものではなく「方法的なものJであるという立場を生み出す。それは福祉

行政と職業間体，あるいは官僚制と同業組合との関係はもとより，強力と同意，強制と指導といっ

たヘゲ、モニー関係，あるいは知識人と非知識人の関係の理解にまで徹底されている。また，生き

た入閣の総体をとらえるという視点と，社会や富家の総体をとらえるという視点が基本的に間 U

であるということは，人間諸個人がその分裂z 自己疎外を克服して総体性を獲得するためには，

社会や国家がその分裂z 対立を乗り越えて麗史的・社会的に，集盟的・組織的実践をとおして有

機的・総体的にならねばならないということにつながっているのである。
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ここで留意しておくべきことは，グラムシ理論には上部構造論的偏向があり， I政治社会と市

民社会の対立Jが基本的な枠組みとなっているということであろう。本文で指摘したようにグラ

ムシにおいては，市民社会の内的な矛居，そこにおける市民出労働者の矛謂=自己疎外関係，市

民社会における転倒された意識の構造が把握されているとはいえない。グラムシがみていた分裂

や対立がなぜ，いかにして生まれてきたかについての理論の必要性であると言ってもよい。それ

は，グラムシにそくして言えば， Iアメリカニズムとフォード主義jで垣間みられる自己疎外出

社会的胸冶論を徹底するという課題になるであろう。

社会教育学的視点から言えば，民衆=労働者酷級の意識における自己疎外の構造とその克服過

程の理解にかかわることである。グラムシには民衆の地方的・民橋宗教的意識を克服して批判的

自己意識を形成し，関民的・統一的な知的・道徳的変革をめざすという方向性がある。科学主義

的な学校知に対して「民衆知Jが対置されている今日，はたして民衆の錬外された意識z 屈服的・

従属的意識を地方的・民間宗教的意識と理解することが妥当か，そもそも現代社会(食業社会と

現代帝問主義国家)のもとでそうした意識が再生産されている構造はいかなるものかをわれわれ

は関われなければならない。筆者は「現代の理性j形成における地域づくり教育の閤有の意義を

強調しているが，地球時代において悶民富家が招対化されつつある時代に，地域に根ざすことの

意味についても検討されなければならないであろう。

それらについてはともかく，グラムシには，知的・道徳的変革はあくまで民衆=労働者階級に

依拠して推進されるべきものであるという確信があった(47)。そこにこそ，社会教育学が学ぶべ

きものが生まれてくる根拠がある。民衆がその意識における自己疎外を克服して主体形成を遂げ

るための自己教育過程と，それを援助し組織化する社会教育実践という視点からみるならば，グ

ラムシの発言に筆者の提起していることと多くの共通点を発見できるということはi日穣でも指摘

してきた。それらをふまえつつ，社会教育労働論的視点からみた社会教育制度の環解において注

目されることをまとめるならば，以下のとおりである。

グラムシのヘゲモニー論は，これまで社会教育制度を把握する定説的な枠組みとされてきた「社

会教育の構造的矛盾論J(社会教育行政と国民の自己教育運動の外在的・内寵的矛盾)を乗り越

える方向を示している。政治社会の市民社会による再吸収という麗望をもっグラムシは，両者の

分裂を止揚する方向として，市民社会から生まれ，両者を媒介する職業団体=社会集団の発展に

住目する o.f::の同業組合的組織から，成員の連帯意識をへてより普遍的な知的・道徳的統ーを形

成していく過樫は，地域住民の自然発生的諸グルーフが地域行動モデルの社会教育実践から地域

づくりそデjレや社会行動モデルを展開する過程，それらの諸実践モデルのネットワークとパート

ナーシップを創造していく過程としても理解される。こうした実践を援助・総織化する社会教育

労働を発展させることこそが，中央集権的官僚制を克服し， I社会教育の構造的矛盾Jを解決し

ていくことにほかならないのである。

グラムシにおける社会教育労働論は，知識人論として展開していると言える。それは，強制に

対する概念としての「指導jを，政治的なものから教育的なものへと発展させる中で位置づけら

れる。すべての入閣を知識人(=教育の主体)であると考える原則に立ちながら，社会的分業の

中で知識人となっている多様な階層の存在をふまえつつ，民衆と「感情的つながりJをもっ f有

機的知識人jを形成し，新たな生産力的発展にともなって生成する専門的=技術的な知識人と連

携して，さらに「伝統的知識人」を悶化していく方向を提起するグラムシの視点は，社会教育労

働をひろく捉え，地域住民・社会教育関連労働者・社会教育専円職員の協同・協働・共閥によっ
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て成り立つものと考えるわれわれの理解と共通のものがある。それは官僚的中央集権主義のもと

で分裂させられ，しばしば対立させられているれている知識人どおし，そして知識人と非知識人

の関係，すなわち「疎外された社会教育労働Jを克服していく方向でもある。

「知識人と大衆の弁証法jを発躍させる「新しい型の知識人jは，社会的労働に根拠をおきつ

つ f歴史的・人間主義的考え方jを発展させる大衆口プロレタリアートの有機的知識人である。

その教育原理は学校をもふくめて， r労働(理論的一実践的活動)の概念Jにもつづくものであ

り，すべての市民が統治省となるという民主主義的なものである。民衆教育をすすめるにあたっ

ては， r務蒙主義的j誤謬を避けなければならず，①系統的でありながら多様な特異性や文化的

伝統に配慮し，②現実と笑際的経験にもとづいて分節化・段階的なものとし，③民衆に受け入れ

られているものとその批判を総点検し，@多様で中間的なものを位置づけた連続的な組み合わせ

を考えなければならない。これらは，地域住民が「みずから実際生活に却する文化的教養J(r社
会教育法j第3条)を高めるために環境醸成することを，現代的に再構成する際に参考になるも

のであろう。

最後に，グラムシが従来の学校とは異なる「別の道Jを提越していたことは，社会教育の組織

化を検討するにあたって注自すべきものであった。すなわち，そこでは第 Iに，共同学習的であ

り，社会的な文化活動をするめる組織として「文化サーク jけが考えられている。第 2に， r知
的労働と手工的・工業的労働jを統一するような，より系統的な学習を進める文化機関としての

fアカデミアjである。「文化サーク jレjは非定型的で文化行動モデルを， rアカデミアJは定型

的で社会行動モデルの社会教育実践を推進するものと考えてよいであろう。それらの内実，とく

に後者については不明なところが多いし，両者を媒介するような不定型教育を意識的に進めるよ

うな組織の位置づけもみえない。しかしグラムシは，民衆の教育を広い意味での文化諸領域全体

にわたって考えている。

そこにはサークルやアカデミア以外に，受動的な非定型教育で，いわゆる「社会化jにかかわ

る新開・雑誌やラジオから公共的な建築物ばかりでなく，芸術的・大衆的文学から演劇・オペ

ラ・映画，さらには不定型教育にかかわる公的集会や f対話jの場，人民大学，さらには職業的

専門家の活動なども含まれている。これら全体をどのように関連づけ，組織化していくかは，社

会教育の基本的課題であり，われわれに残されたものであると言えよう。その際， r民衆意識に

担ざした新しい文化と新しい哲学jの創造を展望するグラムシが諸文化領域に対してなした発言

は，多くの示唆を与えていると替えるであろう。民衆の現実的矛盾から出発する文学的「カタル

シスJ，民衆演劇・オペラと詩・芸術作品にみる「うたい・話し・弁論する言葉Jと「文字化され・

欝き・読む言言葉Jの，民衆意識にとっての意義と限界，建築の分野におけるキッチュとモダンの

評儲など。

しかしながら，われわれがグラムシの思想から社会教育労働・社会教育制度論に関して学ぶべ

き最大のことは，以上のような理解が，教育・文化に関する次のようなグラムシの信念と結びつ

いているということではなかろうか。すなわち， rあるがままの民衆文化の腐糠土Jの中に根を

おろし，民衆が「自身の内部からJ個性を呼び覚まし表現するような， r現実を感じとり理解す

る新たな様式Jを創造するということである。それが「規律と社会性に重きをおき，しかもなお

率誼さ・自発性・独針性・個性を強く求めるjという「困難な道Jであることを充分にふまえつ

つ。
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(5) 宮坂広作『社会教育の政治学』明石番r.5， 1991，黒沢惟紹『グラムシと現代日本の教育』社会評論社，

19910 

(6) グラムシ環論のひろがりについて一般には，フォーラム90's rグラムシの思想祭照j文流， 1992， 

片桐薫 fグラムシと20世紀の思想家たちj御茶の水害房， 1996，受動革命論については，後房雄『グ

ラムシと現代日本政治j前出，政治的・社会的統合と戦後思想については，後藤道夫 f非『市民社会j

から f日本型市民社会jへJおよび同「戦後思想J，いずれも渡辺治 f現代日本社会論j労働旬報社，

1996，など。

(7) M. W.アッフリレ 1学校幻想とカリキュラムj臼本エディタースクール出版部， 1986 (療箸1979)，

pp. 8， 19-20， 305， 312，凋 f教育と権力j臼本エディタースクール出版部， 1992 (原箸1982)，

p.212，など。

(8) 組事寄『地域づくり教育の誕生一一北アイルランドの実践分析一一j北海道大学図書刊行会， 1998， 

終章者を参照されたい。

(9) 拙稿「社会教育の本震と制度j衿思議延・遠藤知恵子・宮崎隆志編 f生渡学習を組織するものJ::11::樹

出板， 1997，同「戦後8本における社会教育制度の展開J山回定市・鈴木敏正編 f社会教育労働と伎

氏自治j筑波書房， 19920 

(10) 従来の研究の中ではとくに本稿と文献的対象が震なるであろう，政治学的なグラムシ理解と対比して

いただければ，本稿の主旨を理解いただけるであろう。たとえば，注 (6)の文献のほか， J， M.ピ

オット fグラムシの政治思想j石主主j湾倫訳，湾出著書房新社， 1982 (原著1970)，大谷明夫 fグラムシ f新

君主論ノーはの研究j大明堂， 1978， M.カーノイ m国家と政治理論j加藤努郎ほか監訳，御茶の

水書房， 1992 (康幸H984)など。

(11) 自己教育過程におけるフレイレの意識化論の伎種差づけについては，大前哲彦・千葉悦子・鈴木敏正編

r!也域住民とともに一一社会教育実践論一一i北樹出版， 1998，序章震を参照されたい。

(12) 宮坂広作 f生涯学習の理論j明石書底， 1990， p. 1320 

(13) 片橋薫 1グラムシと20世紀の思想家たちj官官出， pp.188-90 

制搬著『平和への地域づくり教育j筑波書房，1995， pp. 42， 53，および第 5章参照。

同 P.プレイレ f被抑圧者の教育学』小沢有作ほか訳，運紀書房， 1979 (原著1970)，pp.29-30， 97. 

(16) この点，拙著 f学校型教育を超えてJ::11::樹出版， 1997，第 6章者参照。

(17) 拙著『平和への地域づくり教育J，前出， pp.53-4。

(18) 向上書， pp. 212-60 1980年代末以降の新たな地域づくり運動への動きについては，拙著 f地域づく

り教育の誕生i前出，第 2章および第 3主義を参照されたい。

(19) 竹村英輔 fグラムシの思想j青木議r.5， 1975，とくに第6章。
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側K.Marx. Grundrisse der politischen Okonomie.資本論家稿集翻訳委員会訳 U857-58年の綬済学草稿j

大月著書底， 1981， p. 630 

(21) 竹村，前掲審， p.153。

側 その経過については，さしあたって，倒稿「初期マルクスにおける人格論の展開ム北海道大学教育

学部 f社会教育研究j第6号， 19850 

側山崎功監修 fグラムシ選集j第N巻，合同出版社， 1963， p. 2870 

側 この点，拙稿 rr婆繍i資本章における主体形成の論理主J，北海道大学教育学部『社会教育研究』第10

号， 1990，を参照されたい。

側 この点についてはすでに指婚してきたところである。最近のものとしては，拙著『学校型教育を越え

てj前出，終重量を参照されたい。

側竹村栄輔 1グラムシの思想j前出，第 6章第 l節。

(27) 企業国家段階については，狛稿「戦後日本における社会教育制度の展開J，現代母国主義段階につい

ては，神間・遠藤・宮崎編 f生漆学習を総織するものJ，いずれも前出，を参照されたい。

側一般的な解釈は，これらを「ヘゲモニーの実現過程Jとして政治学的に読むことにあろう。たとえば，

平沼哲男『現代史における国家』白石番庖， 1984.第V態。

側拙著 f王子和への地域づ‘くり教育j前出， pp.50-1。ラベットによるより一般的な f文化行動モデルj

の提起については，潤上書，第 4章第 6節参照。

側 同上番，第 l章第4節および第5寧，第 2重量第2節を参照されたい。

側抱箸 f地域づくり教育の誕生j議出，第 7重量参照。

(32) Ch.ピュシz グリュックスマン fグラムシと国家j大津真作訳， 1983 (原著1975). pp.83-4， 130。

側 この経過については，島田修-r社会教育における自由と自治j青木黍庖，および掛稿「戦後日本に

おける社会教育制度の腹開J，薦出，など。

似) エンゲルスは，小農の没落は避けられないことを予見しつつも，大農・中農と区別される小農への主義

本的態度として， r実例とそのための社会的援助の提供とによって，小農の私的経営と私的所有を協

同組合的なものに移行させることJ.そして.rt皮にその決心がつかないなら，その分割地のうえで長

いあいだとっくり思案できるようにしてやるために，われわれはやってよいことならなんでもやるだ

ろうJと述べていた。 F.エンゲjレス fフランスとドイツにおける農民筒態J.大内兵衛・細川嘉六

監訳『マルクス出ヱンゲルス全集j第22巻，大月著書底， 1971 (原著1894-95)，pp.494-6。また，レー

ニンは，K.カウツキーの f農民爆の中立化」政策とともに，このエンゲルスの理解をふまえて，労

農隠駿論の焦点となる f中農との潤盟jを提起している(この場合，レーニンがロシアについていう

f中農Jは，エンゲルスがフランスやドイツについていう「小農jに近いことに留意しなければなら

ない)。そこでは，農民をたんに「実際的に納得させるJというだけでなく，農民の f自発的な伺意J，

農民に対する f長期間の教育Jや「実際の援助や助言Jが必要であること，むしろ共産党は「農民に

まなぶことJ，効言は「同志の助言jでなければならないことを強調している。 V.1.レーニン「農村

における活動についての報告J，マルクス=レーニン主義研究所訳 fレーニン全集』第29巻，大月奏活，

1958 (原著1919)，pp.196-7， 202， 204， 2060 以上のようなエンゲルスとレーニンの問鰻論が，グ

ラムシのヘゲモニー論に基本的に蒙なることは明らかである。

側 これらの検討については，拙稿 rr農民の自記教育j論の位置づけに関するノートJ北海道大学教育

学部 f社会教育研究j第8号， 1988，ヘゲモニー論的視点からの農業問題の遼解については，拙稿 f戦

後日本資本主義と農業保護j中野一新ほか編『国際農業調整と農業保護』農山漁村文化協会， 1990， 
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を参照。

告6) 神田・遠藤・宮崎編『生涯学習を綴織するものi前出，第 3編第 1尊重o

(37) マナコルダ fグラムシにおける教育原浬j前出， ra本の読者へj。

側向上議， pp.208-90 

2う

側道徳生活クラブについては竹村栄輔氏が，r知的道徳的自律性をそなえた新しい倫理的共同体Jをめ

ざすもので，のちのグラムシの教育論・文化論の芽生えとして注目している。同 fグラムシの思想j

前出， pp.34-50 

制 自己教育活動としての非定裂教育については，拙著 f学校型教育を越えて』部出，とくに終主主を参照

されたい。

住1) マナコルダ fグラムシにおける教育原理i議出， pp.217-9， 480 

側向上，p.358。

制 この点，竹村『グラムシの思想j続出，第 9章者，中村正 f地平としての文化J，松自縛編『グラムシ

を読む一一現代社会像への接近 法律文化社， 1988，などを参照。

制池上停 f生活の芸術化j丸善ライブラリー， 19930 

制 グラムシは，文化の領域における批評活動を重視し，次のように述べている。「新しいヒューマニズ

ムをめざす劉争と，たとえ風刺の形をとるとしても情熱的に熱狂した，美学的あるいは純粋に芸術的

な批評による，社会生活・感覚・世界観の批判が，実践の哲学のなかで融合されなければならないJ

(押.500-1)，と。筆者は批評活動弘文化・芸術の創造者と亭受者を媒介し，相Ji転化をはかる

上で不可欠の活動であると考えている。

制竹村氏が，マルクスに隠して「対象的(実体的)な活動 Tatigkeit，Betatigung Jと「人間が対象(自然・

社会)との遼関長とりむすぶ生活過程のー契機としてのきた践(Praxis )Jとを区別することは了解で

きるが，グラムシにおける「爽践(praxis )Jは「自然フラス人照イコール笑践の総体Jとしての実

体ではなく， r人憾の自然・社会にたいする関係Jを示す概念であるとしていること(竹村栄輔 fグ

ラムシの忍綴i議出， p.203)には賛成できない。実践は笑体や関係そ超えて，過程としての主体形

成の概念として把握されるべきである。また，関家論に関しては，一方で観念論約国家論を批判して，

f実体とは，機能.>>.毒性・関係，等々 なしにはあり得ないJとしながらも，他方で「構造主義系グラ

ムシ解釈Jを批判して， rきた体がそれのもつ機能に，機能の対象の属性や関係(そのあり方)Jに化け

て， r機能・属性・関係等が実体を吸収し消去していつのまにか“国家"と称されるJと批判してい

ることは(竹村栄輔 f現代史におけるグラムシi前出， pp.30， 38)，関係の分析なしには実体を正

確に究明できず，実体を消去すれば抽象的形海上学・観念論に逆転するという指機はあるものの，

貫性に欠けると評価されかねない。竹村氏のグラムシ解釈には共感するところが多いのであるが，人

格論においても国家論においても，問題はやはり実体・本質・主体，そして存在・関係・過程の統一

的把握，全体として主体形成論の具体化であるように思える。

側最近，佐々木カ『マルクス主義科学論J(みすず書房， 1997)は， r20澄紀最大のマルクス主義者jと

してのL.トロツキイの思想，とくにその「計画化・市場・ソヴェト民主主義Jという「トロツキイ・

モデルjと芸術や科学の独立性にかかわる政策を高く評価しつつ，返す万でグラムシについては，日ド

マルクス主義者の職業的科学史家・科学哲学者以上の文章を遺しえたかどうかJを怪しみ，グラムシ

にもスターリン主義約な「プロレタリア文化」論の傾向がみられるとしている(向上書， pp.381-2)。

佐々木氏のトロツキイ再評価の視点はE重要であるが，グラムシに対する批判は正確なものとはいえず，

市場についての評価を別之すれば，同氏がトロツキイについて評価している諸点はグラムシにもみら
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れるのであり，むしろ， トロツキイの限界である「啓蒙主義的色彩J(同， p.454)をも克服してい

るということができるのである。本稿では文化や教育にかかわってこうした点を明らかにしてきたの

であるが，佐々木氏が重視している科学技術政策にかかわっても，グラムシは「学問の諸権利jと学

問約研究の限界を誰が決めるのかと間い，真理の探求とその定式化は「俄々の学者の自由な鋭意に委

ねられることが必望書jであり，それらが「さまざまな種類のアカデミックな，あるいは文化的機関と

いうふるいを通し，選抜された後ではじめて公的なものになるように，鍛錬され，秩序づけられるJ

という方向を考えていたのである uグラムシ・リーダ-J前出， p.425)。


