
現代教育政策の公共性分析

― 教育における福祉国家論の再考 ―
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本稿の目的は、現代教育政策を「教育政
・
策
・
の私事化」という視点から分析し、教育の公共性

をめぐる国家論、および制度論の課題を、教育における福祉国家論の文脈より析出することに

ある。そこでは、現行の教育再生実行政策を、政策立案機関、教育目的、教育制度の「私事

化」という観点から検証する。また、戦後日本の福祉国家論との対比から見出される「新しい

福祉国家構想」をもとに、教育の公共性形成に求められる国家関与の在り方を追究する。

はじめに

教育の「公共性とは何か、それはどのようにし

て実現されるのか」という課題は、依然として

教育学界内外の関心事となっている。特に、小泉

政権以降の新自由主義構造改革のもと、教育に市

場原理や民間活力が導入されるなか、進行する教

育の「私事化（privatization）」を抑制すべく、

教育の公共性は「どのように実現されるのか」と

いう公共性の「手続的制度的（技術的）側面」

は重要課題となり続けている。

ところで、これら批判の対象とされてきた教育

の「私事化」の問題は、多くの場合、「教育主体

間の私事化（個人間の私事化）」として把握され

てきたという特徴をみることができる。すなわち、

公教育の供給主体が多様化し教育の共通性が解体

されるという意味での「私事化」や 、あるいは、

公教育における宗教等の特殊価値をめぐる「私事

の肥大化」の問題が検討の対象とされてきた 。

このような「私事化」の認識のもと、「教育の私

事性」を基軸に据える「国民の教育権」論は批判

の対象とされ、他方、教育の公共性を維持する強

力な国家関与を求める議論が多く展開されてきた

のである 。また、これらの国家論とは別に、

「教育主体間の私事化」に歯止めをかけるべく、

市民的公共性を構築する運動・実践論も蓄積され

つつある 。これらは、いずれも「教育主体間の

私事化」を対象として、教育の公共性を確保する

という関心から展開されてきたものといえる。

しかしながら、第二次安倍政権発足以降に展開

される教育再生実行政策にみるならば、教育の

「私事化」をめぐる問題は、「教育政
・
策
・
の私事化」

という点に本質みることができる。後に分析する

ように、「教育政策の私事化」とは、教育政策が

国民全体に対する「共通性」、ないし、「共有性」

を放棄し、特定階層の意向をダイレクトに反映さ

せるという公教育の再編にみることができる。

ゆえに、教育の公共性論においては、「教育政

策の私事化」を如何に抑制するのかという観点か

らの検討が求められており、これを実現するため

の国家論、ないし、制度論の展開が求められてい

る。それは、すべての国民の教育を受ける権利を

保障する教育政策を求めることであり、子どもの

学習権を保障する「あるべき国家責任」を問うこ

とである。また、これらの国家論、制度論を明ら

かにすることは、上記の市民的公共性をめぐる運

動・実践論の制度的条件を明らかにすることでも

あるといえるだろう。

よって以下では第一に、このような「教育政策

の私事化」状況を、政策機関、教育目的、教育制

度の「私事化」という観点から検証し、現段階に

おける教育の公共性をめぐる問題状況を整理する。

第二に、教育における国家責任の問題を福祉国家

論の観点から検討し、「教育政策の私事化」状況

が、教育における福祉国家論の「歪み」から生じ

ていることを明らかにする。そして第三に、近年

提起されている「新たな福祉国家構想」をもとに、
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教育領域に特殊な要件を検討することにより、教

育の公共性形成における課題を析出する 。

１．「教育政策の私事化」状況の分析

「教育政策の私事化」という現象は、近年のあ

らゆる政策領域を席巻してきた新自由主義構造改

革の所産である。「新自由主義」は、多義的な意

味内容を含むものであるが、それは端的にいって、

「資本に対して課せられている負担と規制を緩

和・撤廃することによって資本の活動の自由を回

復し競争力を強化する改革である」といえる。

この定義を示した渡辺治によれば、第二次安部政

権による諸政策は新自由主義改革の「第三期」に

あたり、その特徴は「新自由主義改革が企業競争

力強化の障害物の打破という段階から、国家関与

によってグローバル企業を積極的に支援する制度

づくりの段階」にあることを明示している 。

世取山洋介は、このような新自由主義にもとづ

く教育改革のねらいを次のように指摘する。すな

わち、新自由主義教育改革のねらいとは、「産業

構造の転換に合わせて公教育を全体としてダウン

サイジングするとともに、一部のエリート教育に

資金を集中投下すること」 にある。いわば、公

教育全体を縮小・狭隘化するとともに、それによ

って調達された資金をエリート教育に集中投資す

ることで、人材育成という観点からグローバル企

業を積極的に支援するというねらいである。「教

育政策の私事化」とは端的にいって、このような

企業本位の教育政策を展開することであり、また、

国民全体を対象として行われてきた公教育を、一

部のエリートに特化して行う点に本質を有してい

る。以下では、この「教育政策の私事化」状況を、

政策立案機関、教育目的、および、教育制度の

「私事化」という観点から検討する。

⑴ 政策立案機関の「私事化」

「教育政策の私事化」の第一の要素は、「政策立

案機関の私事化」であり、以下にみるような官邸

主導型の教育政策立案過程がこの動きを促進して

いる。第二次安部政権以降の教育政策立案を担っ

ている第一の主体が、自民党内に設けられた「教

育再生実行本部」（以下、実行本部）であり、第

二の主体が、首相直属会議として設置された「教

育再生実行会議」（以下、実行会議）である。そ

して第三に、これらの政策提言の具体化を担って

いるのが、文部科学大臣の諮問機関である中央教

育審議会（以下、中教審）である。

このような、立案機関を有する第二次安倍政権

以降の教育政策形成過程には、以下のような特徴

をみることができる。第一に、特定政党の教育改

革案が、そのまま教育政策の立案に至るという意

味での「政策立案機関の私事化」という現象であ

る。坂野慎二は、現在の教育政策立案過程の特徴

として「首相主導型」である点を掲げ、その内容

として、①実行会議の有識者に中教審関係者が就

いていることから文科省との対立が生じにくくな

っていること、②政策立案過程では実行本部を出

発点として、実行会議で提言が出され、中教審で

の具体化を経て法案が策定されていること、③実

施されていく教育政策が自民党の選挙公約を反映

していることを指摘している 。ここには、政

策立案過程が、「首相主導」ないし、「自民党主

導」となることにより、教育政策が一党一派によ

る独占物へと「私事化」されているという特徴が

示されている。

また第二に、教育政策の立案過程の「脱教育

化」という特徴があげられる。第二次安倍政権以

降の英語教育政策を分析する江利川春雄は、小学

校における英語教育の早期化にあたり、専門家の

意見が反映されていないことを指摘する。すなわ

ち、2013年６月14日に閣議決定された第二期教育

振興基本計画において、「小学校における英語実

施学年の早期化」が、直前の中教審教育振興基本

計画部会が提出した答申案には記載されていなか

ったにも関わらず、専門家不在の実行会議の「第

３次提言」を受けて盛り込まれたことを重大な問

題とする。江利川は、「公的機関である中央教育

審議会の答申を無視して、専門家不在の私的諮問

機関から提言された」ことを問題視し、これを

「教育政策の私物化であり、暴走である」と指摘

している 。さらに、実行会議の「第１次提言」

（2013年２月26日）をもとに立法化されたいじめ

防止対策推進法に至っては、議員立法によって法

案が提出されたため、中教審を経ずに実行会議の

政策案がダイレクトに法律化された。これらは、

いずれも教育行政機関である文科省と中教審をオ

ーバーラップする形で進められており、総じて政

策立案機関の「脱教育化」をみることができる。

そして、第三の特徴といえるのが、教育政策立

案機関における財界の意向の反映である。周知の
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ように、小泉政権発足以降、経済財政諮問会議を

通じた財界の政策立案における影響力の拡大が指

摘されているが 、同会議では構造改革全般の

政策立案を行なう傍ら、個別具体的な政策立案に

ついては担当省庁に委ねられてきた。これに対し

て、実行会議では、教育政策に特化した官邸主導

の政策立案が行われ、これが既定路線化されてお

り、上記のように文科省を経ずに立法化がなされ

るという現象もみられる。中教審においても財界

の意向を反映するルートが開かれているが、そこ

では依然として教育関係者や教育専門家が構成員

となることにより、財界の求める教育政策に対し

て一定の歯止めがかけられてきた。これに対し、

実行会議は、首相の選好にもとづく人選が行われ、

さらには、この人選の結果、教育専門家が不在と

いう状況のなかで、財界の意向がよりダイレクト

に反映されうる構成がとられている。その意味で、

実行会議を通じた政策形成ルートは、特定政党や

財界の意向がより反映されうる政策立案過程であ

り、以下にみる教育目的と教育制度の「私事化」

を促すプロセスとなっている。

⑵ 教育目的の「私事化」

「教育政策の私事化」の第二の要素は、「教育目

的の私事化」という現象である。第５次までの提

言を終えた実行会議は、2014年９月17日の第25回

会議において三つの分科会を立ち上げ、その後

「教育再生実行会議第二段階」と称して新たな政

策提言を行っている。そのうち第１分科会は、

「これからの時代に求められる能力を飛躍的に高

めるための教育の革新」を担当し、第１次から第

５次提言によって形成された制度枠組みにおいて

育成させるべき能力、ないし、教育目的について

検討を行っている。この内容は、2014年５月14日

に公表された実行会議の「第７次提案」に結実し

ているが、それは、従来の教育政策からみて重大

な画期を示す提言であったとみることができる。

すなわち、今後の学校教育において育成される

べき能力、ないし、教育目的として、「起業家精

神の育成」が掲げられたのである。その内容は、

以下のように提示されている。

「不確実な世界を生き抜くために求められるのは、

受け身型、指示待ち型の人材ではなく、自ら企画し、

高い志を持ち、多様な他者と協働しながら、新しい

価値を生み出す主体性や創造性、起業家精神を備え

た人材です。それは、起業家や企業経営者だけに必

要なものではなく、今後は、どのような立場にあっ

ても、社会で活躍するために求められるものであり、

小・中・高等学校から大学等までを通じて、こうし

た資質・能力を育成するための教育活動を重視して

いくことが必要です」。

ここにみられるのは、「起業家精神の育成」が、

いわゆるグローバル経済競争を担う主体育成を前

提としているということである。財界は従来より

教育改革の方向性として、「グローバル人材」の

育成を打ち出していたが、「第７次提言」は、こ

のような財界の求める「人材像」を反映したもの

といえる 。例えば、日本経済団体連合会（以

下、経団連）の「グローバル人材の育成に向けた

提言」（2011年６月14日）では、「グローバル人

材」の具体像として以下のものが示されている。

「産業界が、グローバル人材に求める素質、能力

としては、社会人としての基礎的な能力に加え、

日々、変化するグローバル・ビジネスの現場で様々

な障害を乗り越え、臨機応変に対応する必要から

『既成概念に捉われず、チャレンジ精神を持ち続け

る』姿勢、さらに、多様な文化・社会的背景を持つ

従業員や同僚、顧客、取引先等と意思の疎通が図れ

る『外国語によるコミュニケーション能力』や、

『海外との文化、価値観の差に興味・関心を持ち柔

軟に対応する』ことが指摘されている」。

「第７次提言」では、「グローバル人材」という

用語こそは明示されていないものの、第１分科会

の発足時にはその検討課題の第一として「我が国

のイノベーション創出やグ
・
ロ
・
ー
・
バ
・
ル
・
化
・
を
・
担
・
う
・
人
・
材
・

の育成」が明示されていた。また、審議過程にお

いては、「企業等の需要をふまえると、社会を牽

引するための優秀な人材を確保するためには、大

学教育から取り組むのでは遅く、小中高の段階か

ら面で対応し、大学に入った時点では外国人留学

生とも一緒に議論できるような力を身につけてお

くべき」との指摘がなされている。さらに、「公

立学校では『儲け』や『商売』はタブー視されて

きたが、小学校の段階でも起
・
業
・
教
・
育
・
を取り入れて

いくべきであり、学習指導要領の中に総合学習の

活動の例示としてア
・
ン
・
ト
・
レ
・
プ
・
レ
・
ナ
・
ー
・
シ
・
ッ
・
プ
・
教
・
育
・
を
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示してはどうか」との提言がなされていたのであ

る（傍点はいずれも引用者） 。ここにみられる

ように、「第７次提言」の「起業家精神の育成」

は、企業が求める人材育成を教育目的として体現

したものに他ならない。

従来、「国民の教育権」論と「国家の教育権」

論をめぐっては、そこで求められる教育目的の相

違が争点とされてきた。世取山は、この論争を

「人間教育」と「公民教育」の対立として図式化

し、国家の成員づくりとしての「公民教育」に対

して、学習権理論を背景とする「人間教育」を対

抗概念に据えてきたのである 。ここで重要な

ことは、従来の教育政策にみられる教育目的論の

主張は、資本主義体制下の階級意思、ないし、財

界の意向を直接投影するのではなく、国家が要請

する「公民」概念を通して主張されてきたという

点にある。藤田勇は、支配階級の階級意思の形成

プロセスを分析し、「支配階級の共通利害、階級

意思が国家意思（公的意思）として社会の全成員

にたいして普遍化される」 ことを指摘するが、

支配階級の求める教育目的は、「公民教育」概念

を通して「国家意思（公的意思）化」されてきた

のである。

第７次提言の「起業家精神の育成」という提起

は、企業のための「人材育成」という階級意思を

直接に反映するものであり、従来の教育政策が示

してきた「公民教育」の外皮、ないし、階級意思

の「国家意思化」のプロセスを放棄するものとみ

ることができる。それは、企業や財界の意向に公

教育の目的が置き換えられることを意味しており、

教育目的の公共性の放棄、ないし、「教育目的の

私事化」と捉えることができる。

⑶ 教育制度の「私事化」

「教育政策の私事化」を示す第三の要素が、上

記の教育目的を達成するための「教育制度の私事

化」である。第二次安倍政権発足当初、財界の教

育改革提言の重点は高等教育にあった。大学で育

成される学生と、企業が求める人材とのミスマッ

チが指摘され、高等教育において「グローバル人

材」を育成することが求められていたのである。

これに対し、2013年６月13日に公表された経団連

の「世界を舞台に活躍できる人づくりのために」

では、「グローバル人材の育成は、大学教育のみ

で実現するものではなく、初等中等教育や、大学

卒業後の企業における社内教育の果たす役割も大

きい」として、全国民を対象とする初等中等教育

をもターゲットに含めることとなる。そこでは、

「グローバル人材」の育成を担う初等中等教育の

改革として、「現状における画一的・一律的な公

教育システムを改革し、国際化教育や体験活動、

地域の特性を重視した教育など、自治体や教育機

関の創意工夫を活かした特色ある教育プログラム

を提供できるシステムに柔軟化していく必要があ

る。その一つの方法としては、６・３・３制の見

直しを進め、その中で、小中一貫校や中高一貫校

の増大を図っていくことも一案である」と、学制

全般の再編が提言されたのである。

第二次安部政権発足後、自民党の教育政策の全

体像を示した実行本部「第二次提言」（2013年５

月23日）においては、「平成の学制大改革」が掲

げられ、「結果の平等主義から脱却し、社会状況

や子どもの実態等に応じて、学校制度を多様化・

複
・
線
・
化
・
」することをが明言された（傍点 ― 引用

者）。上記の経団連の「６・３・３制」の見直し

論は、この「第二次提言」と同時並行的に策定さ

れたとみられ、このような実行本部の提言を後押

しするものとなっている。実行本部提言をうけた

実行会議の「第５次提言」（2014年７月３日）、な

らびに、この実行会議提言をうけた中教審答申

（2014年12月26日）においては、いずれも「小中

一貫教育学校（仮称）」を新設し、教育課程を弾

力化することが示された。これらの提言は、2015

年６月17日に成立した改正学校教育法により、新

しい学校種別としての「義務教育学校」の創設に

帰結する。

先の「起業家精神の育成」を提言した再生会議

「第７次提言」においては、この「学制改革」の

もとに行われるべき教育の方向性が示されている。

すなわち、「画一的・均一的な教育から脱し、一

人一人の志、能力、適性に応じた教育の複線化な

ど多様な教育の機会を提供するすることが必要」

であるとして、学校体系の「複線化」が目指され

ている。さらには、「国、地方公共団体、学校は、

子供一人一人の学習理解の状況も踏まえた効果的

な教育を行うため、学校規模や子供同士の人間関

係も踏まえつつ、義務教育段階から習熟度別指導

を拡充する」というように、「複線化」構想は、

ヨコに開かれた水平的な多様性ではなく、学力競

争にもとづいてタテに序列化された垂直的な階層
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的学校制度が想定されている。

今次の「学制改革」には、二つの意味での「教

育制度の私事化」状況をみることができる。第一

に、財界や大企業の要望に応えるための教育制度

を策定しようとする「私事化」である。国民的要

求や、すべての子どもの成長発達の要請から教育

制度を構想するのではなく、「グローバル人材」

の育成に向けた教育制度づくりは、まさに大企業

に奉仕するために行われた教育制度の「私事化」、

ないし、「私物化」であるといえる。また、第二

に、上記のような「公教育」制度は、特定階層以

上の学齢児童・生徒をもつ家庭に有利な構造をも

つという点である。公教育におけるエリート層へ

の重点投資は、従来、私立学校等で私費をもって

行われてきたエリート教育を、公立学校、ないし、

公費によって行うことを意味している。その意味

で、「複線化」を前提とする教育制度は、傾斜的

な公費配分を伴うことにより、特定階層を優遇す

る教育制度であるといえる。

⑷ 「教育政策の私事化」の意味

臨時教育審議会（以下、臨教審）以降の教育政

策の公共性を分析した成嶋隆は、一方で、民間活

力を打ち出し規制緩和を提言する政策が、他方で、

公共精神や愛国心などを打ち出している点をもと

に、その現象を「『国家的公共性』にもともと付

着しており、その『公共性』の『幻想性』を規定

していた階級性が全面にでてきた」と分析する。

いわば、臨教審の教育政策提言は、資本主義憲法

下における支配階級の要求が「国家的公共性」を

通じて全面展開されていると、これを分析したの

である。それゆえ、当時の教育の公共性をめぐる

課題は、「本来的に『市民的公共性』に規定され

て公権力がになっていた公共的・社会的機能を公

権力が放棄するのを阻止すること、しかもそのさ

い、公権力による当該機能の行使について、階級

性に起因する権力的統制の要素を阻却するという

きわめて困難な作業」であるとされていた 。

ここには、資本主義体制下における階級意思や

企業の要求は常に「国家的公共性」の外皮をまと

って反映されるものであり、臨教審の示す教育政

策は、国家的公共性に階級性が色濃く反映された

ものとの把握がなされていたのである。

これに対し、上記にみてきた「教育政策の私事

化」という現象は、企業の要求や階級性が、「国

家的公共性」の外皮を放棄し、直接的かつ全面的

に展開されたことを意味している。特定政党や財

界の主張を教育政策に反映させる官邸主導体制は、

教育政策における国民的同意を取り付けることを

放棄するものであり、「起業家精神の育成」にみ

られる「教育目的の私事化」は、企業の求める人

材育成を公教育を利用して行うことを率直に示す

ものである。また「教育制度の私事化」は、公教

育内部におけるエリート層と非エリート層の分化

を促進するものであり、「二つの国民」に、「二つ

の公教育」を提供することを意味している。

このように、「教育政策の私事化」という現象

には、従来の教育政策が前提としてきた「国家的

公共性」が希薄化され、企業本位の政策を展開す

るという教育政策の極めて重大な変質をみること

ができる。ゆえに、教育の公共性形成においては、

まずもって「教育政
・
策
・
の公共性」を取りもどす作

業が求められるのであり、なおかつ、そこには、

成嶋が警戒する「権力的統制」を除去しながらこ

れを成立させるという作業が求められている。

２．教育における国家責任論の不在要因 ― 戦後

福祉国家論の再考 ―

⑴ 戦後公教育論における福祉国家批判

上にみてきた「教育政策の私事化」という現象

は、教育における国家論からみた場合、如何に整

理することが可能であろうか。本稿では、この

「教育政策の私事化」という局面を、教育におけ

る国家責任の収縮、ないし、喪失として捉えると

ともに、その要因を日本の教育領域における福祉

国家論の「歪み」という観点から検討する。

戦後日本において、多くの論者が福祉国家をネ

ガティブなものとみなしてきた。すなわち、「日

本では比 的最近まで福祉国家論は、主として保

守派や中道派の一部の論者によって、現代国家の

理想像として、現実から遊離し美化した形で主張

され、他方で革新派の論者はそれを資本主義の延

命策だとして排撃する傾向が強かった」 。この

ような時代状況のもと、この福祉国家のネガティ

ブな認識は、戦後公教育論の主流であった「国民

の教育権」論においても共有されていたのである。

例えば、教育権論の提唱者とされる宗像誠也に

おいては、「福祉国家の名による国家統制」 に

対する批判がその関心事とされていた。周知のよ

うに、宗像は教育政策と教育行政の定義にあたり、
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「教育政策とは権力に支持された教育理念であり、

教育行政とは権力の機関が教育政策を現実化する

こと」 という概念を用いていたが、この分析枠

組みが教育における福祉国家論にもあてはめられ

ていたのである。宗像は、「福祉国家教育行政論

をやる人は、不用意な『国の積極的使命』の強調

が、政府による教育内容統制の正当化の根拠とし

て悪用され、政府による価値統制の口実にすり替

えられる危険に対して、十分な警戒をはらっても

らいたいものである」 と、福祉国家を教育にお

ける国家支配の機能とみなしたのである。

同様に、堀尾輝久も、福祉国家を教育への国家

介入の手段として批判の対象としてきた。欧州に

おける福祉国家成立期の公教育を、堀尾は以下の

ように総括している。「それは一口にいって、国

民（公民）形成を中核とする教育制度の拡大と組

織化であり、行政面における国家介入と集権化の

進行であった。それは、国家が大衆教育の主宰者

として、『道徳の教師』を自認し、国民的規模の

教育制度のもとでの、国家による国民の形成、す

なわち『国民教育』の成立を必然ならしめたので

ある」 。それゆえに、日本国憲法26条に基づく

学習権思想を中核とする公教育は、「一方で天皇

制・教育勅語的義務教育観に真向から対立するも

のであると同時に、公共福祉論による人権思想の

空洞化の上に成立する福祉国家論とそこでの義務

教育観とも異質なものであることが確認されてい

なければならない」 と説き、福祉国家を学習権

思想の対立物とみなしたのである。

宗像の「教育の自由ということは、これを積極

的に規定しようととすれば多くのことを考えなけ

ればならないが、消極的には、教育内容の権力統

制がなされてはいけない」 という一節が示すよ

うに、その後の教育権論争においては、この「消

極的自由」ないし、「国家からの自由」という側

面がクローズアップされることとなる。一方、教

育の自由の「積極的側面」、あるいは、教育にお

ける国家責任論は、いわゆる教育条件整備論が唱

えられながらもその中身について十分な検討がな

されてこなかったのである。

⑵ 教育における福祉国家論の萌芽

このような教育における福祉国家批判の潮流に

対して、教育における国家責任を問う動きが、オ

イルショック等を背景に日本でも顕在化すること

となる。それを示すのが、憲法26条２項に定めら

れた「義務教育の無償性」をめぐる憲法論争であ

る。周知のように、この論争は、①憲法の条文を

字義通りに解釈し「修学必需費無償説」を唱えた

永井憲一と、②「無償」の対象は国公立学校の授

業料不徴収であるとする「授業料無償説」を唱え

た奥平康弘によって形成された論争である。

修学必需費無償説を唱える永井は、憲法26条２

項の規定について、「基本的には、国民の“教育

を受ける権利”を権利として保障するということ

は、国民の誰もが、家庭の経済的事情などにかか

わりなく、一人ひとりが人間として自律して生活

することができるように、その技術や意欲などの

能力を習得させることを誰にも均等に保障するこ

とであるから、学校教育についていえば、単に

『就学』のための授業料の不徴収にとどまらず、

その『修学』までに必要とする全費用を無償とす

べきである」と主張する。それゆえに、「修学ま

でに必要とする一切の金品を国や地方公共団体が

負担すべきである」ことを、憲法の要請とみなし

たのである 。

これに対し、授業料無償説をとる奥平は、以下

の三点から、修学必需費無償説を批判する。第一

に、親の権利に伴う責任論であり、「子供の教育

につき、親が一定の権利なり責任なりをもつと考

えられるかぎりは、教育に要する費用のなにがし

かを、親自身の負担とすることはそう不合理なこ

とではないというべきである」と主張する。また

第二に、永井の主張が教育の無償性と社会保障を

混同しているとして、「経済上の理由による未就

学児・生徒の問題は、教育扶助・生活扶助の手段

によって解決すべきである」とする。第三に、私

立学校との整合性の問題として、「国公立学校と

の関係で認められる無償を拡充強化すればするだ

け、それだけ私立学校との間には厳しい格差が生

ずる」と唱えたのである 。

この「奥平・永井論争」については、既に詳細

な分析や批判的検討がなされているが 、本稿

において重要なのは、永井の修学必需費無償説が、

教育における福祉国家論の萌芽的側面を有してい

たという点にある。ただし、この福祉国家論には、

二つの側面が含まれていた。すなわち、子どもの

修学に必要な一切の費用負担を国家と地方自治体

に求めるという国家責任論の側面と、教育内容に

ついても国家の介入が認められるという福祉国家
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のパターナリズム的側面である。

周知のように永井は、「主権者教育権説（教育

要求権説）」の論者であり、修学必需費無償説の

主張もまた、このような主権者教育に不可欠な費

用負担という観点からなされていた。永井は、

「すべての国政と教育が、憲法がわが国の進展の

方向を指示する“平和主義”と“民主主義”を実

現する方向に進められなければならない。まして

や、国民主権の憲法が国民に保障する『教育を受

ける権利』は、私見によれば、そのようなわが国

の（平和と民主主義にもとづく）将来の主権者た

る国民を育成するという方向の教育＝主権者教育

を受ける権利、いい換えれば、そのような内容の

教育を要求しうる権利である」 と、教育の本質

を「主権者の教育」に位置づけ、その保障を国家

に求めたのである。

奥平による修学必需費無償説への主たる批判も

また、上記のような教育へのパターナルな介入を

導きうる福祉国家論にあてられていたといえる。

実際に、別稿においてなされた奥平の批判には、

このような福祉国家のパターナリズムへの懸念が

色濃く打ち出されている。そこでは、「私が修学

必需無償説ではなくて授業料無償説にとどまるほ

かあるまいと考える基本には、各人は可能な限り

において各人の努力と責任で生きてゆこう、国家

権力の介入は ― 規制であれ援助であれ ― 必要

不可欠なものにかぎるべし、とする自由主義・個

人主義の前提がある」というように、ここには上

記の宗像・堀尾の福祉国家批判に通じる近代的自

由権の発想からの批判をみることができる 。

ゆえに、奥平は国家の公教育費負担について「た

だより高い物はない」とした上で、「国家（地方

公共団体）が、親やコミュニティーを頭越しにし

て、直接に子供を掌握し規律するのがだんだん当

たりまえになってしまいつつある、現代福祉国家

型パターナリズム全般をどう受けとめるかという

問題と、ものすごく深く関わっていると思う」

と、修学必需費無償説の福祉国家的パターナリズ

ムへの連続性を批判したのである。

ここにみられるように、永井の修学必需費無償

説は、それに伴うパターナリズム的側面への批判

を受けることとなり、憲法学の主流学説を構成す

るには至らなかった。しかしながら、永井の提起

は、修学必需費の無償を憲法26条の要請とみなし、

教育における国家責任を問うものであったという

点を見逃すことができない。それは、教育におけ

る国家責任論、ないし、福祉国家論の萌芽を示す

ものであり、教育の自由の「積極的側面」を素朴

ながら問うものであったとみることができる。

⑶ 福祉国家論の「歪み」としての教育内容統制

論 ― 憲法価値教育論の問題 ―

1990年代の終わりから2000年代にかけて、「教

育の私事化」が教育学界の内外で問題となる。学

校選択や教育特区の試みにみられる公教育の規制

緩和や市場化の試みは、「教育の公共性の解体」

として問題視されるようになり、公共性を確保、

形成するための国家関与の在り方が問われたので

ある。そこで展開された「教育の私事化」に対処

する国家論は、上にみてきた福祉国家論の観点か

らみるならば、そのパターナリズム的側面を是認

する教育内容統制の在り方に焦点があてられてき

たとみることができる。

そのような典型に位置付けられるのが、教育内

容の共通基準として憲法価値教育を据えようとす

る主張であり、福祉国家のパターナリズム的側面

を憲法価値によって充塡するという論理である。

戸波江二は、「内的事項・外的事項二分論は論理

的に明確でなく、また、国による教育内容決定の

必要性は一定の限度で認めざるをえない」として、

国家による教育内容統制の必要性を主張する。そ

の上で、「憲法の基本価値の教育は教育上必須で

あり、そして、基本価値教育について憲法、教育

基本法その他の法律で定められることは許される

と解すべきである」と憲法価値による教育内容拘

束を立法化を通じて行うことを主張する 。ま

た、内野正幸は、永井の主権者教育権説を積極的

に評価しながら、「それが国家の教育権を一定程

度まで認めるものになるという点も含めて、積極

的に評価されるべきであろう」 と、国家による

教育内容統制を是認する。

教育学の側から、井深雄二も「一般に現代公共

性は、市民社会に国家が介入することで成立する

ものであるから、一定の仕方で教育の内的事項に

対しても公権力が関与することを承認せざるを得

ない」として、国家の教育内容決定権を是認する。

その上で、「私事の組織化としての公教育の現代

的再編は、教育における新福祉国家型公共性の制

度として実現されることになるから、そこでは教

育の内的事項にも関わる価値選択が国家によって
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行われることを意味する」 と、福祉国家のもつ

パターナルな側面を前提としながら、公教育の

「私事化」に歯止めをかけようとする論理が展開

されたのである。

しかしながら、教育内容の共通基準に憲法価値

を据え、国家による教育内容統制を是認する論理

には、先の「教育政策の私事化」状況からみた場

合、重大な問題が指摘できる。すなわち、これら

の議論は、「教育主
・
体
・
間
・
の私事化」を前提にこれ

を抑制する観点から教育内容の共通性を主張して

いるため、「教育政
・
策
・
の私事化」には有効な論理

ではないことがあげられる。「教育政策の私事化」

は、「教育制度の私事化」を伴うと同時に、国家

権力の「私的な利用」による教育内容介入を強化

する側面を有している。教育再生実行政策のもと

展開された教科書検定基準の改訂による「政府見

解」の記述義務や、道徳の「教科化」にみられる

ように、教育内容領域における国家権力作用は弱

まっているのではなく、むしろ強化されているの

である。こうした中で、国家の教育内容決定権を

是認し、憲法価値を教育内容の共通基準とするこ

とは、強制される中身の相違を争うにすぎず、結

果的に教育内容の適否を政治的多数決原理に委ね

るものといわざるを得ない。国家による教育内容

統制の是認は、むしろ国家権力の「私的な利用」

を容認し、「教育政策の私事化」を強化すること

につながりうる。ゆえに、これらの立論には、教

育の「私事化」に対する見誤りと、教育における

福祉国家論の「歪み」という側面を指摘できる。

このような教育における福祉国家論の「歪み」

は如何にして是正されうるだろうか。その糸口と

なり得るのが、樋口陽一が示した「国民の教育

権」論に対する以下のような指摘である。「日本

では、親や教師の教育の自由が主張されるとき、

それは、国家からの自由を本気で主張し、親が彼

自身の価値に従って本当に公教育の理念から『自

由』にその子女に私事としての教育を施そうとい

うよりは、戦後公教育の理念から離れてゆく国に

代わって、親や教師がそれにいわば代位しようと

する構図がえがかれているといってよい」 。

この樋口の指摘は、公教育からの自由として定

立された西欧における教育の自由論からみた日本

的特殊性を示すものであるが、別の角度からみる

ならば、それは、「国民の教育権」論が、「国家か

らの自由」を標榜し、福祉国家批判を展開しなが

らも、その実態は、福祉国家の「枠内」において

教育内容面における「自由」を主張してきたこと

を示している。いわば、「教育の自由」の主張は、

福祉国家の否定の上に成り立つのではなく、むし

ろ自由を成立させる福祉国家の枠組みを必要とし

ていることを指し示している。

一方で、堀尾、宗像らが示した福祉国家がもつ

パターナルな側面に対する警戒は、教育における

国家論の見誤りと単純に断ずることはできない。

それは、むしろ、教育における福祉国家論を展開

する上で不可欠な考慮要素を示すものであったと

いえる。すなわち、堀尾らの福祉国家批判の趣旨

は、公費による教育の拡充がなされれば事足りる

のではなく、子どもの成長や発達の条件となる

「教育の自由」の必要性を主張するものであり、

これは以下にみる「新たな福祉国家構想」におい

ても教育領域の特殊要件として考慮されるべき内

容であると考えられる。いわば、「教育の自由」

を成り立たせる国家関与と、これを喪失させる国

家関与との腑分けをする作業が求められており、

この福祉国家のもつパターナリスティックな側面

を克服することが、「新たな福祉国家」を構想す

る上で求められている。

３．教育における国家責任の在り方 ― 「新たな

福祉国家」構想の要件 ―

近年、新自由主義構造改革の進展のなかで、こ

れに対抗する「新たな福祉国家」を構想する試み

が、社会科学諸領域の共同作業としてなされつつ

ある。その端緒として「福祉国家と基本法研究

会」より公表された「社会保障憲章2011」におい

ては、①労働権の保障、②社会保障の現物給付、

③住居保障、④所得保障による貧困予防・救済、

⑤健康権保障などが提起されており、このうち教

育領域は②の施策の一つして、「学校教育の無償

化」が主題とされている。そこでは、「学校教育

は、基礎的社会サービスの現物給付原則にしたが

い、授業料のみならず、各種の学校納付金を無償

にすべきである」ことが構想される 。このよ

うに、「新たな福祉国家」の構想においては、公

教育の無償性を中心として、これを保障する国家

責任の範囲を拡大することがその中心的な課題と

されている。先にみてきた「教育政策の私事化」

という情勢にみるならば、このような公教育費負

担を中心とする福祉国家構想は、教育における国
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家責任を同定し、教育の公共性を確保する上で不

可欠な構成要素を示している。

しかしながら、こうした公教育費拡大のロジッ

クでは、先にみた旧来の福祉国家論との差異が図

られておらず、福祉国家のパターナリスティック

な側面からの脱却が如何にして可能なのかが示さ

れていない。ゆえに、「新たな福祉国家」構想に

おいては、国家権力のパターナリズム的側面を避

けながら、「教育政策の私事化」を抑制する国家

責任を如何に同定するのかという教育領域に特殊

な課題が問われている。

教育におけるあるべき国家関与をめぐり、近年

着目されているのが、教育における国家責任の対

象、ないし、法令によって確保されるべき対象を

「学校制度」に位置付ける「学校制度法定主義」

の理論である。「学校制度法定主義」とは、国家

が立法化を伴って拘束しうる教育領域を、学校教

育を構成する「制度」と位置付け、これを「学校

制度的基準」として国家責任の対象にするという

考え方である。この理論の提唱者である兼子仁に

よれば、国家責任の対象とされるべき「学校制度

的基準」とは、「施設設備から学校組織規模（学

校・学級規模、教職員数）をへて学校教育組織編

制（入学・卒業資格、教育編制単位）に及び、

……教
・
科
・
目
・
等
・
に
・
終
・
る
・
」（傍点 ― 兼子）とされ

ており、これを法的に確保すべき国家責任の対象

としたのである。

世取山がこの「学校制度法定主義」に関して、

「教育人権論は、個人の人格的自律を不能とする

国家関与と個人の人格的自律を可能とする国家関

与とのバランスをとる“アルキメデスの点”とし

て『学校制度法定主義』という概念を同定してき

た」 と指摘するように、学校制度法定主義の理

論は、教育における国家責任を同定しながら、他

方で、教育内容へのパターナルな介入を阻止する

という課題に応える一つの理論的回答であるとみ

ることができる。

学校制度法定主義が「教育政策の私事化」への

対策として有効なのは、それが国家権力の制度的

「枠づけ」という側面を有することにある。学校

制度法定主義にもとづく国家責任の「取らせ方」

の典型例としてあげられるのが、公立義務教育諸

学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法

律（以下、義務標準法）と、これにもとづいて財

政保障を行う義務教育費国庫負担制度との関係で

ある。学級編制ならびに教職員定数の基準を法律

によって確定し、この教育条件基準を国庫負担に

よって財政的に保障するという仕組みである。世

取山は、教育条件基準立法とこれにもとづく財政

負担の仕組みの在り方を「経済政策を“ハメ殺

し”にすることのできる教育法をつくり、それを

政府に押しつけること」 と表現するが、それは

まさに、教育政策を経済政策や財界の「私物」と

しないための国
・
家
・
権
・
力
・
に
・
対
・
す
・
る
・
教
・
育
・
制
・
度
・
の
・
強
・
制
・
で

あるといえる。このような「教育条件整備に関す

る最低基準を、財政基準とは別個に法定化し、そ

れに財政基準を従属させる」 という仕組みづく

りが、「教育政策の私事化」を抑制し、教育の公

共性を実現する制度的要件となりうる。そして、

それは同時に、教育における「新たな福祉国家」

を展望する上で、旧来の福祉国家がもつパターナ

リズムを克服する要件でもあるといえるだろう。

おわりに

上記のような、国家権力への「教育制度の強

制」という「教育政策の私事化」の抑制論を前提

としながら、当面求められる教育の公共性をめぐ

る課題について述べておきたい。

第一に、「教育政策の私事化」による教育制度

のさらなる解体を、当面、くい止めるという理論

的対応である。この点については、近年、義務教

育の無償性をめぐり提唱されている「制度的後退

禁止原則」論をあらゆる教育制度領域に適用する

ことが有効であると考えられる。「制度的後退禁

止原則」とは、憲法25条の生存権の法的性格をめ

ぐる議論として展開されたものであり、「ある制

度の設立（ないしその制度の下での一定の利益供

与……）は、憲法上の要請ではないが、それがひ

とたびなされた以上は、当該制度を廃止する（も

しくは制度の内容を後退させる……）ことは、憲

法上許されなくなる」 との憲法解釈論である。

成嶋は、この原則を公教育の無償性問題にあては

め、「公教育無償原則の射程の問題に即していえ

ば、 授業料＋>の部分の無償についてはこの

制度後退禁止原則>が働き、『一旦具体化した水

準を低下・後退させる場合には、裁量の幅は狭ま

ると解され、相応の正当化が要求される』ことに

なろう」としている 。

このような、「制度的後退禁止原則」の観点か

らみるならば、第二次安倍政権のもとに行われた、
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いわゆる「高校無償措置法」の法改正による支援

金への一本化と所得制限の新設は、「無償」の範

囲の明確な撤退であることから「制度後退禁止原

則」への抵触が指摘できる。また、2015年度予算

をめぐり財務省から指摘された小学校１年生の35

人学級から40人への引き戻しは、教育条件の明ら

かな制度的後退である 。この「制度的後退禁

止原則」の観点から、「教育制度の私事化」を抑

止することが当面の課題となりうる。

第二に、学校制度法定主義にもとづき、国家権

力を「枠づける」学校制度的基準の内実を如何に

確定するのかという課題が指摘できる。先にみた

学校制度法定主義の理論上の弱点となっているの

が、この法定されるべき教育制度の「中身」をめ

ぐる問題である。例えば、学校制度的基準の一環

として、法的に確定されるべき学校規模、学級規

模等の標準に関しては、もっぱら財政支出をめぐ

る政治力学に委ねられ、その教育的根拠はほぼ皆

無であったといえる。学校教育法施行規則によっ

て学校規模の「標準」とされた12～18学級や、義

務標準法によって定められた学級編制標準の40人

は果たして「適正」といえるのか。学校制度法定

主義を提唱する教育法学は、これら教育制度の

「中身」をめぐる問題に言及しておらず、ここに

教育制度の内実をめぐる教育学的吟味が必要とさ

れている。

石井英真は、「エビデンスにもとづく教育」を

めぐり、教育方法学の立場から「エビデンスを重

視することの実践面での有効性や妥当性……のみ

ならず、それが埋め込まれている教育統治の力学

……をあわせて議論する必要がある」と指摘する。

その上で、「教室レベルの教育実践の論理と教育

政策レベルの教育統治の論理とを……結びつけて

問うことが求められる」と述べるが 、この主

張はあるべき教育制度の検討という場面において

も重要な視点であると考えられる。教育制度は、

教室レベルの実践の中から妥当性が吟味される必

要があり、また良き教育実践はそれを成り立たせ

る制度的条件を必要とする。教育実践の論理から

教育制度を問い直し、あるべき教育制度によって

国家権力を「枠づける」ことが、「教育政策の私

事化」を抑止し、教育の公共性を形成する要件に

なるといえるだろう。そこでは、教育学諸領域の

横断的な共同作業が求められている。
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An Analysis on the Public Nature of Contemporary Education Policy in Japan:

From the Perspective of the Welfare State Model in Public Education

 

TAKAHASHI Satoshi (Saitama University)

Research questions on what the public
 

nature of education is and how it could be
 

constructed have been one of the most urgent
 

issues of education research and other fields of
 

social science since the privatization of public
 

education became explicit under the neo-liberal
 

education reforms.To construct and secure the
 

public nature of education, a number of
 

researchers have focused on the roles and
 

responsibilities of the national government
 

while they criticize the theory of the“people’s
 

right to education”on the reason of that it has
 

not constructed proper governmental action.

These researchers insist that the government
 

should mandate a national common curriculum
 

to secure the public nature of education and
 

that the content of the curriculum should be
 

based on the values and principles of the Consti-

tution of Japan.These researchers have tended
 

to demand a strong governmental role in public
 

education because their concern is to prevent
 

the privatization or fragmentation among the
 

people,including parents and students.

Contradicting to these arguments, the
 

author focused on a different phenomenon of
 

the privatization in education, which has
 

become quite visible since the establishment of
 

the second Abe administration;the“privatiza-

tion of education policy.”The author analyzed
 

the“privatization of education policy”from the
 

following three dimensions:1)privatization of
 

policy-making bodies,2)privatization of educa-

tional purpose, and 3) privatization of school
 

system. Through the analysis of these three
 

dimensions,it was found that education policy
 

has become much more “un-public”and “un-

educational,”while it has promoted the inter-

ests of big business or the privileged class.

From the viewpoint of the “privatization of
 

education policy,”it was indicated that the way
 

to secure the public nature of education was to
 

control governmental power so that education
 

policy could not be privatized, not to free its
 

power.

To construct the public nature of educa-

tion,and to make education policy more“pub-

lic,”the author inquired into the welfare state
 

model to delineate the proper role and responsi-

bility of the national government in public
 

education. Although the welfare state model
 

has been criticized because of its paternalistic
 

aspect onto the public education, it should be
 

noted that the model has another aspect to
 

secure the national minimum standard of the
 

public education for all students.To overcome
 

these contradicting aspects of the welfare state
 

model,the author focused on the theory of the

“school institutional standard,”which demands
 

a governmental role in maintaining the sys-

temic framework of public education.By focus-

ing on the educational system (public funding
 

for school facilities, number of teachers and
 

class size, requirements for graduation et al.),

the welfare state model could secure the state
 

responsibility for public education while
 

preventing paternal intervention into the con-

tent of education. It is needed to force the
 

national government into securing the educa-

tional system, so that governmental power
 

cannot be privatized or used privately.

key words: Public Nature of Education ／

Privatization ／ Welfare State ／ Educa-

tion of Constitutionalism ／ Public School
 

System
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