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米国における公教育の市場化・脱規制化と教員組合運動

-NEA. AFTのチャーター・スクール対策の分析一

高橋 哲(東北大学大学院)

1 はじめに

1960年代米国における教員戦闘化 ( Teacher Militancy) と教員団体交渉の展開

は、教育行政官による怒意的 ・ 情実的な教員人事を改善し、教師の労働条件向上の

門戸を開くものであったが、 そのネガティブな一面として、 教育行政における民主

性を抑制し官僚制をさらに強めるものであったと総括されている (j) 0 1960年代か

ら 1980年代にかけての教員組合は、この教育行政の官僚制的構造と、公教育の供

給主体、教師の雇用主体としての教育行政の役割を前提に運動を展開してきたと捉

えることができる。

しかしながら、チャーター ・ スク ール(以下、 CS) に象徴される公教育の市場化 ・

脱規制化は、教育の供給主体、教師の雇用主体の多様化をもたらすとともに、学

区との団体交渉を前提とした教員組合の公教育統治機能を弱体化する側面を有し

ている。実際に各州の CS における団体交渉の扱いは多様であり 、 教員組合の運動

方針に対しでも少なからぬ影響を及ぼすものとみる ことができる。 rcs において

教師が組合と団体交渉に関してどのように扱われるのかは、労働関係の視点から

みて非常に重要な事柄である J (2) とも指摘されるように、 cs改革が教師の身分保

障、労働条件に関して重要な変化をもたらすものである以上、教員組合においても

その影響は無視できないものとなりつつある。 ゆえに、 後にみるようにアメリカの

二大教員組合である全米教育協会 (National Education Association of the United 

States ;以下、 NEA) とアメリカ教員連盟 (American Federation of Teachers ;以

下、 AFT) においても、これまでの団体交渉を中心とする運動方針の見直しを行わ

ざるを得なくなっている。米国においてはこれまで教員団体交渉の発生以降、教員

組合を教育改革に如何に位置づけるかという論争が、教師の専門職論をともなって

形成されてきた (3)。したがって、近年の CS改革への教員組合の対応をみることは、

米国の教育改革を考察する上でも重要な意味をもつものとみることができる。
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日本における CS研究は活発であり、 CS の理念研究 (4)、学校の事例研究 (旬、各

州の cs 法や判例の研究など (6)、その領域は多様であるが、これらは教員組合運動

を直接の分析対象とするものではなく、言及される場合においても、組合は cs の

阻害要因と認識されるにとどまってきたの。 米国における cs研究に関しては、フ ィ

ン CFinn， Jl'. Chester E) やネイサン CNathan， Joe) らの論説が日本においても

早くから紹介され、 csは教育の民主性 ・ 多様性を拡大すると同時に、教師に専門

職性と教育実践の自由を保障するものとして提唱されてきた (8) 。 ゆえにフィンら

は、 cs に特定の条件一一認可主体の限定、 団体交渉の保障、教員免許の要件な

どーー を付与しようとする教員組合を rcs の敵対者J (9) と明確に位置づけ、その

運動を cs の自由度を弱めるものとして批判している。ネイサンもまた、各地域に

おける教員組合運動を分析しているが、それらを cs を弱体化するもの、あるいは

団体交渉によって獲得してきた既得権を固守するための行動として論じている (0) 。

したがって、これらの cs研究においては、教員組合の提示する条件について、そ

の背景にある組合側の意図、状況認識などは検証の対象とされておらず、あらゆる

条件付けは全て csの自由度を妨げる行為として捉えられてきたのである。

もちろん、フィンやネイサンらの研究にみられるように、各地域における組合支

部の動向を考察することは、近年の教員組合運動を把握する上で重要である。しか

しながら、 AFTはもともと全国組織を中心とする集権的な構造をもつことから (1 ) 、

また NEAにおいても近年の公教育の市場化 ・ 脱規制化の流れの中で、各組合支部

が運動の援助とガイドラインを全国組織に求めるという動きを示していることか

ら (2) 、 NEA. AFTが cs に対して如何なる方針を提示しているのかを分析するこ

とは、米国の教員組合運動を総体的に捉える上で欠かせない作業であるといえる。

ゆえに、本稿においては、まず、教員組合が cs に対する運動を展開するにあた

り如何なる状況認識を携えるものであるのかを、 cs における教師の雇用状況 ・ 労

働条件に関する調査、及びNEA. AFT 自身が行う調査から考察する。次に、これ

らをもとに NEA . AFT の全国組織が、 cs に対して実際にどのような条件・方針を

提示しているのかを、組合の決議 C Resolutions) あるいは cs に関する文書を通し

て検討する。 そして最後に、 cs改革に象徴される公教育の市場化 ・ 脱規制化のも

とでの教員組合運動の新たな展開ならびにその特色を探りながら 、 現代教育改革に

おける教員組合運動ならびに教育行政の役割についての課題提出を行う 。
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2 チャーター・スクールにおける教師と教員組合をめぐる状況

(1) チャーター・スクールの自律性と教師の専門職性

上にみてきたように、教員組合が CS に対して提示する条件付けは、多くの場合、

既得権の擁護にもとづく CSへの敵対行為として捉えられてきた。しかしながら教

員組合の条件付けは、このような政治的な要因によって説明しきれるものであろう

か。ここでは、 CSが州や学区の規制、あるいは団体交渉協約から解放され自律性

を獲得することで、教師の専門職性あるいは労働条件に与える実際のインパクトは

如何なるものであるのかを検討する。

ポドガスキー ( Podgursky， Michael) らは、 CS における教職員の雇用状況、労

働条件を焦点とした統計調査を行っている。そこではまず、 CS における教師一人

あたりの生徒数が公立学校よりも少ないことが明らかにされると同時に、「教師の

およそ 3 分の l が 3 年以下の経験年数しかもっておらず、この数は公立学校の 2 倍

に相当する」と指摘されている。ポドガスキーらはこの理由を「若い教師は経験年

数の多い教師と比べて格段に給与が低い…-ゆえに CSは、学級規模の縮小を教師

の経験年数との相殺によって成り立たせている J (1 3) と説明する。また、 学校にお

ける教師の入れ替り率 (turnover rates) が、 CS においては公立学校の三倍にも登

ることを示し、その理由として CS における教師のパーン ・ アウト率の高さを指摘

する ( 14)。また、教師の雇用状況については、わずか 4%のみが複数年の契約を持

ち、 63%が l 年契約、そして33%が契約を持たず、いつでも解雇されうる自由契

約( at-will ) のもとで働いていることが示されており、 CS における教師の身分の

不安定さを窺うことができる(15) 。 このように、ポドガスキーらの調査は、 CS に

与えられた自律性が教師の不安定な雇用状況の要因となりうることを示している。

マロイ (Malloy， Courtney) らは、この CS の自律性がもたらす効果を「諸刃の刃

(two-edged sword) J と表現し 、 CS の教師は「多様な役割に満足しているが、それ

はパーン・アウトとの隣り合わせであることを認識している J ( 6) とこれを説明する。

ゆえにマロイらは ICSが教師の満足を支え、確かな教育力を維持しようとするの

ならば、彼らは古典的な労働事項 ( bread- and-butter issues) に言及せざるをえな

いであろう J (j 7 ) と、教師の労働条件の保障を CS の課題として指摘するのであった。

クロフォード (Crawford ， J ames) の研究はさらに、 CSの自律性が教師の専門

職性に与えるネガティブな影響とその要因を指摘している。 コロラドとミシガンの

CS をサンプルとして行われた彼の調査によれば、「意思決定の機会があると感じる

教師の比率は従来型の公立学校の方が CS よ り も多いJ (8) と指摘する。その理由の
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第ーとしてクロフォードは、「教師がより専門職性をもち、より多くの意思決定力

を持つに従って、 彼らの決定の結果はより厳格な監視を受けることになる J (9) と、

教師の意思決定過程への参加と教師の自律性との反面性を指摘する。また第二に、

CS のもつ構造的、文化的な特徴をあげ、 r cs はある一定の理念 ( philosophy ) に

もとづいて設立されるのであり、その設立者達がほとんと、の決定を行っている J (20) 

と、 cs に与えられた自律性の多くは管理者に用いられていることを指摘する。

また、ボストンの cs調査を行ったジョンソン ( Johnson ， Susan M. ) らは、 CS

における教師の不服申立手続き (grievance process ) の不備をその重要な問題点と

して掲げている。すなわち、「教師の懸念を表明する構造を持たない組織においては、

個人が彼らのニーズを表明し、権利を主張することが困難」なのであり、教師達は

「不服をいえば仕事を失うかもしれないJ という孤立した状況におかれることとな

る (21)。ゆえにジョンソンらは、 「給与と評価についての運営上のルールの欠如は、

CS政策が教師よ りも学校側に好意的であることを意味している J (22) と、 CS の自

律性が教師の専門的自律性と同義ではないことを指摘するのであった。

フィンとネイサンにおいて、 CSは教育実践の自由を拡大し教師に専門職として

の権限を付与するものとして提起されてきた。しかしながらここにみてきたように、

CS に与えられた自律性は必ずしも教師の専門職性に積極的な影響を及ぼすもので

はなく、むしろその基礎となる教師の身分保障、あるいは労働条件において深刻な

影響を及ぼす恐れのあることが示されるのであった。ゆえに、教員組合の CS に対

する条件付けはこれらの視点からその正当性を判断される必要があるだろう。

(2) NEA. AFTのチャーター・スクール調査にみる両組合の認識

1998年にコピッチ ( Koppich ， Julia) らを中心に行われた NEAの CS調査は、ア

リゾナ、カリフォルニア、ミシガンなど 8 つの州において、 2 年以上運営されてい

る学校を対象としたものであり、 CS における教師の専門職性と労働条件に関する

考察を行守ったものである。

そこではまず教師の雇用状況に関して、団体交渉協約が適用されていると答え

た教師は54% に とどま り、新規開校の学校においては29% のみである ことが示さ

れている。 また、 CS全体においてテニュアを持つ教師は34% にとどまっており 、

身分の保障を実感する教師も30 % と極めて少なく 、企業運営の学校においては、

83%の教師が身分保障がないと感じている (23) さらに、 CS において彼らの労働

条件の形成過程に組合が影響力を持っていると答えた教師は24%であったのに対

し、 68%が組合との関わりはないとし、中でも新規開校の CSでは89 %が組合との
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関わりを持っ ていないと答えている (加。

これらをもとに、 NEAの CS調査は、以下のような結論を導き出している。まず

第一に、 ICS の目的が、より広い公立学校の改革のための実験室や舞台を提供す

るものであるとしても、 CS間での交流や学区との関係性を持たないところにおい

ては、この目的は達成されそうにない」と述べ、中でも企業運営の CSは、自らを

学区の一部とはみなしていないと指摘する。第二に、 ICS における教育活動、学

習活動は、公立学校と同じくらい、もしくはそれ以上に学校管理職あるいは理事会

のメンバーによって決定されている」と、教師が CS においてその専門的判断を発

揮する機会は必ずしも多くないことを指摘する。また第三に、「組合は教師達から

みて、 彼らの専門職性の形成に何の役割も果たしていない」と、従来型の教員組合

運動が、 CS においでほぼ成果をあげていないことが把握されるのであった (25)

一方、 AFT による CS調査は、 各州の CS法、あるいは各種の調査を分析する手

法が採られているため、 NEAのようなオリジナルの資料を用いるものではない。

しかしながら、そこではいくつかの注目すべき提起が行われており 、 AFT の CS に

関する状況認識を窺うことができる。

まず、 ICS の教師は公立学校の教師と比べて、 3 分の l から 2 分の l の経験し

か持っておらず、学士以上の学位を持っている教師も少ないJ (26) と、教師の質に

ついての疑問が呈される。また、教師の身分保障の問題についても、「わずかな例

外を除いて教師は自由契約の被用者である・ -ほとんどの CS 法が教師の雇用にお

ける自律性という装いのもとに、 CS を州法のデ、ユープロセスから免除しているJ (27) 

と、教師の入れ替り率の高さを説明する。ゆえに、 CS における教師の状況につい

てAFTは以下のような結論を導いている。すなわち、「あらゆる調査は、教師が同

じ意識を持った同僚と働くことや、革新的な指導方法 ・ 教材を利用する機会を理

由に CS を選択することを示している。しかしながら、 CS における教師の実際の

経験は、彼らの期待と決定的に異なっている。教師の高い入れ替り率は、教師達の

不満の象徴である。この入れ替り率の高さは、専門職的な文化の育成を脅かしてい

る J (28) と、 CS が教師の専門職性を高めるという「期待」と、実際に教師が経験する「現

実」との深刻な相違を指摘する。

さ らにこの調査は、企業運営の学校について注目すべき指摘を行っている。すな

わち 「コストを削減し効率を上げるため、企業の多くは彼らの学校に、本社で選択

された教材と教育技術を用いることを求めるJ のであり、これによって多様性を持

つはずの CS は逆に画一化されると指摘する。したがってこのような手法は、「先

見的な教師と親によって営まれる、改革の実験室としての CS の概念と対立するも



米国における公教育の市場化・脱規制化と教員組合運動 157

のであるJ と、企業型 cs に対する批判的見解が示されるのであった (29) 。

3 NEA.AFTのチャーター・スクールへの対応

(1) NEAの対応

これら cs における教師と教員組合をめぐる状況を背景に、 NEA と AFTは如何

なる運動方針を展開しているのであろうか。冒頭にみたように、教員組合を cs の

敵対的な存在としてみる見解が多くある中で、 NEA 自身は、ヴァウチャー・ プロ

グラムなどにみられる他の市場化・ 脱規制化政策に比べると、条件付きではあれ、

cs に関してはより好意的な対応を示している (30) 0 1993年に採択され2002年に改

正されたNEAの cs に関する決議においては、官頭で iNEAは cs ・ ・ "・が、分権化

され共有化された意思決定、提供される教育の多様性、煩わしい行政要求の排除な

どにみられる改革を促進する可能性をもっと信ずる。 公立学校に再現されうる新し

い創造的な指導 ・ 学習方法を開発することによって、これらの学校は積極的な変革

のエージェントとなりうる J (3D と述べるように、 cs改革の有用性を認めている。

さらにこの決議には、 NEAが支持する cs の条件について詳細な内容が示されて

おり、 NEAの cs に対する認識をより明確にみることができる。主要と考えられる

ものをみてみると、まずcsの認可に関して、 「地元の教育委員会は、 csの申請を

認可し更新する唯一の主体とならなければならない」と、そこでは認可主体として

の学区教育委員会の役割が重要視されている。 NEAの新決議に先立つて採択され

た cs に関する iNEA政策宣言 (An NEA policy statement) J は、この規定の意図

を以下のように説明する。すなわち「地元の教育委員会は、 cs の申請にあたって

その学校の教育運営能力と目的を評価し、 csが公立学校にどのような影響を及ぼ

しうるかを決断し、理念の交流を最大化し、 cs の運営状況を監視する上で、最適

であるJ と述べ、さらに既存のチャーター(契約)の更新 ・取消しの決定においても、

その主体は地元の教育委員会であるべきことを主張している (32) 。

また NEAの決議は、 cs の申請主体について、上にみてきた民間企業のネガティ

ブな作用を背景に、「私的、営利目的(fol' -profit ) の組織は、チャーターを受ける

資格をもってはならない」と規定し、その参入に明確な反対を示している。同様に

NEAは、「公費の不正な利用を行う可能性が高い」 ことを理由に、ホーム ・ スクー

リングを目的とした cs の認可にも反対しており、さらに、宗教系学校への公費流

入を懸念して私立学校の csへの転換 (conversion) にも反対している。このように、

NEAの cs に関する決議においては、認可主体、そして申請者の適性を判断する主

体としての学区教育委員会の役割が重要視されると同時に、民間企業、ホーム・ ス
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クーリングあるいは私立学校(中でも宗教系私立学校を前身とするもの)に対する

CS の認可に関しては、極めて警戒的な態度が示されるのであった。

また、 CS の運営について、 NEAの決議が iCS は、カリキュラム、指導方法、人事、

予算、内部の組織構成、年間予定、時間割においていくつかの法的要件から解放さ

れるものとする」というように、 NEA は、 CS の教育内容面に関する自律性を大幅

に認めている。その一方で、 iNEA政策宣言」は、これらの要件以外の「健康と安

全に関する要件、記録と会議の公開に関する要件、教職員の免許と資格に関する要

件、財政と監査に関する要件、生徒の学力考査に関する要件、公民権と労働関係に

関する要件」については、他の公立学校と同様の法的 ・ 行政的な要求に従わなけれ

ばならないと主張している (33) 。 中でも教師の団体交渉権に関して NEAの決議は、

i CS は公立学校として、公共部門における労働関係法に従わねばならず、 CS の被

用者は、公立学校職員と同様に、法律と慣行にもとづく団体交渉権を持たなければ

ならない」と規定している。ゆえに NEA は、 CS の運営について、教育内容面にお

ける高い自律性を認める一方で、教師の身分保障、中でも団体交渉権に関しては厳

格にその適用を求めている点に特徴をみることができる。

(2) A FTの対応

iAFTはその初発から教育的に確かな CS の創造を支持してきたJ (34) と述べるよ

うに、 AFT もまたヴァウチャー ・ プログラムなどの他の市場化 ・ 脱規制化政策に

比べて、 CS に関してはより積極的な対応を示している。 1994年に採択されたAFT

の i CS に関する決議J (35) は、 CS のもたらしうる影響を以下のように指摘する。「不

適切な構造を持った CSは、我々のコモン ・ スクールの制度を蝕み、財政上 ・ 品質

上の不平等をさらに悪化させ、生徒の学力を低下させ、団体交渉を制限 ・ 破壊し、

私立学校への公費支給の隠れ蓑となるのである。 適切な構造をもっ公立の CS は、

従来型の工場モデルの学校から、自律的な専門職集団による高い成果を生み出す職

場へと移行することで、主要な教育改革をもたらすものとなりうるJ と 、 そのこ面

性を指摘する。

2000年に採択された新決議 (36) においては、 CS の認可について、 iCS は地元の

教育委員会によって認可されなければならず(チャーターの申請が拒否された時の

申立の規定を添えた上で)、地元の学区内の親、生徒、教育者にとって利用可能な

選択肢のーっとならなければならない」と、認可主体としての学区教育委員会の役

割がNEA と同様に重視されている。また、 iAFTは、多くの CSが営利企業によっ

て運営されていることに当惑させられている。特に、全く革新的でなく、その効
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果がほとんど実証されず、親や地域のコントロールから分離した、画一的 (cookie 句

cutter) な学校の増加を懸念するのである」と述べるように、民間営利企業による

CS へのより強い警戒が示されている。

さらに、 CS の運営について、 iCS は、他の全ての公立学校に適用される学力ス

タンダードを満たすこと、 あるいはそれを上回ることが求められなければならない」

と述べると同時に、 「州の学力テス トは完全なものではないものの、共通の基準を

利用することなく CS と公立学校を比較することは不可能である。 …..全ての生徒

が同じ方法によって評価されることが重要である」と CS における学力スタンダー

ドを通じたアカウンタビリティーの強化を求めている。また、 CSの教師に関して

は iCS は、正規の免許をもっ教師の雇用を求められなければならないj とし、さ

らに iCS の被用者は、自らの選択にもとづいて団体を組織し組合員となる自由を

保障されなければならない」と 、 NEAにおいて強調されていたのと同様に、教員

免許と団体交渉権に関する条件提示がなされている。このようにAFT においては、

NEA と同様に CS の認可における学区教育委員会の主導性が求められると同時に、

営利目的組織によるチャーター申請への懸念が示されている。また、その運営にお

いては、 CS への学力スタンダードの適用が求められ、教師に関しても教員免許の

所持と団体交渉権の保障が求められるのであった。

NEA と AFTは、その成立経緯の違い、組織構造上の違いから、団体交渉代表の

選出方法、教員免許の認可機関に関する提言、あるいは同僚教員評価に関する姿勢

などにおいてそれぞれ異なる視点を提示してきたが、 CS に対する運動方針におい

ては、ほぽ同様の認識と見解を示していることが窺える。ここには、近年の公教育

の市場化・脱規制化のもとでのNEA と AFTの運動的な接近をみることができる。

(3) 教員組合運動の新たな展開

CS改革下の教員組合運動の特色として、 CSの運営や人事に関する支援を含んだ

組合の指導 ・助言活動をあげることができる。 NEAは 1995年から「チャーター・

スクール ・ イニシアティヴ (NEA Charter School Initiative) J というプロジェク

卜を開始し、各地の CS に対する技術と情報の支援を中心とする活動を行っている。

NEAは、この活動の目的を「地域の人々とともに、新たな公立学校の創造に関心

を抱く組合員に支援を行うこと」と位置づけ、この活動に参加する CS は、「カリキユ

ラム開発、基金活動から運営形態の設置に至るまでの技術的な支援を、 NEAに求

めることができる」とその特色を説明する (37) 。 また、その支援について iNEAは

CS の開校とその維持に必要な財政提供を行うものではない。 NEAのチャーター ・
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スクール・イニシアティヴが提供するのは、教師が起業家としての技術を身につけ

るための援助である J (38) と、雇用関係や運営補助などを含んだ専門的指導の提供

をその主たる活動として提示するのであった。

NEAの提供する具体的な支援内容は以下のような項目が掲げられている。

1 )教育理念の本質

2 )生徒と教育プログラムの評価方法

3 )草案づくりのための資料提供

4) チャーターを申請し認可を受けるための支援

5) 健全な財政方針を作成し実践するための支援

6) 雇用条件や紛争解決方法、意思決定方法などを規定するための援助

7)生徒の移動手段に関する支援

8) 親、地域との強いつながりをつくるための援助

9) 情報公開のための支援

10) 成果を他の公立学校と共有するための援助 (39)

さらに、 NEAはチャーター ・ スク ール・イニシアティヴに参加する学校に対し

て有用な情報を提供するための調査活動を行うことを提起しており、その内容は「地

域との連携J Iアカウンタビリティとガパナンス J I団体交渉の協約内容J I財政の構

造と新規開校資金」など、多岐にわたる調査とこれに基づく情報提供が目指されて

いる (40) AFT もまた、 1994年か ら 、「チ ャ ータ一 ・スクール調査プロジェクト (AFT

Charter School Research Project) J を立ち上げ、 CS の特徴や、好ましい学校につ

いての情報、 CS を立ち上げるうえでの争点や問題点を AFTのメンバーに提供する

ことを宣言しており、上にみてきた AFTの CS に関する調査もこれらの活動のーっ

として位置づけられている。

ICS を創設し運営することに熱意を持つ教育者達は、専門的指導をほとんど提

供されない中で、説明責任をより多く求めるプロセスによってパーン ・ アウトとな

りうる J (4 1) との指摘もある中で、 NEA と AFTはこれらの問題に積極的に対応しよ

うとしていることが窺える。プール (Poole ， Wendy) は 1990年代以降の教員組合

運動の特色として、組合の「リソース提供活動」をあげているが (42)、これらチャー

ター ・ スクール ・ イニシアティ ヴにみられる教員組合の情報提供機関としての役割

は、公教育の市場化 ・ 脱規制化状況における教員組合運動の新たな展開とみる こと

ができるだろう。



米国における公教育の市場化 ・ 脱規制化と教員組合運動 161

4 チャーター・スクール改革にみる教員組合運動、教育行政の課題

csの改革にみられる公教育の市場化 ・ 脱規制化の流れは、教育におけるあらゆ

る規制を、官僚制 ・ 画一性批判のもとにややもすると全面的に否定する傾向さえ窺

うことができる。 こうした中で、 cs に対して教員組合が提示する条件付けは如何

に評価されるべきであろうか。 cs は、団体交渉協約を中心とした厳格な規制や教

育の官僚制から教師を解放し、その専門職性を高めるものとして提唱されてきた。

しかしながら実際には、これらの規制からの解放が、教師の身分保障と労働条件

の不安定な構造を生み出すことが指摘されている。 また、教師の身分が不安定な中

での csの自律性は、教師の専門職性に )1[買接的に働くものではなく、むしろ cs の

創設者や経営者の価値観によって教師の専門的判断を弱めるおそれのあることが示

されるのであった。「学校選択は、専門職の理念とは反する親の曙好にもとづく価

値共同体を形成する可能性をもつものであ り 、そこでは教師の判断や実践のスタン

ダードがある特定集団の利益に従属することになる J (43) との指摘があるが、 cs に

おける教師の身分保障、 労働条件の不安定な状況は、 この特定集団の意向に教師を

従属させる構造をさらに強めるものとなりうる。ゆえに、教員組合の提示してきた

cs への条件付けは、 一概に既得権の保持や反教育改革的な行動と評すことはでき

ないといえる。 教育内容面における高い自律性を認めながら教師の身分保障、労働

条件の確保を求める NEA . AFT の cs への条件付けは、教師の専門職性を充実さ

せる上で求められる一種の基準を示すものであり、これら教師の専門職性を支える

積極的な規制を分析する視点が、 現行の教育制度改革論議においても重要となろう 。

また、 上にみるように、教員組合は cs の認可主体として、 学区教育行政の役割

を重要視するものであったが、ここでは教育行政の専門的指導性が改めて論点とな

り つつあることが窺える。 親や地域によ っ て設立された csが、 教育的な専門性や

学校経営の手腕を持たないがゆえに、その運営を企業に投げ渡さざるを得なくな り 、

その結果、多くの画一的な学校がっくり出されていることが報告されている (44) 。

また、企業運営の学校が cs の 70 % を占めるミシガン州における調査からは、「営

利組織は、 意思決定が学校において行われるのではなく、遠い場所(企業の本社)

から行われるという新たな『擬似』学区を形成している J (45) (括弧内一引用者) と、

学校教育の脱規制化が、逆に、 新たな画一性を生み出していることが指摘されるの

であ っ た。 そこでは、親や地域が多様な学校を設立する一方で、その維持・運営に

必要な専門的指導 ・ 助言を 「誰が保障するのかJ という課題が提起されている。 cs

の推進者が認可主体の多様性を求めるのに対して (46) 、 NEA ' AFTの双方が認可主



162 自由研究論文

体に学区教育行政を位置付ける動きは、まさに地域の教育行政による専門的な指導・

助言活動を求めるものであり、教育の多様性、 csの多様性を保障するがゆえに求

められる教育行政の専門的指導の重要性を示すものであったといえるだろう。

さらに、主に NEAのチャーター・スクール・イニシアティヴにみられる教員組

合運動の新たな展開は、この教育行政の専門的指導 ・助言機能を補うものとして登

場しているとみることができる。教育のニーズとともに公教育の供給主体が多様化

し、専門的な指導助言も多様なヴァリエーションが求められる中で、教員組合はこ

れらの公教育事業の支援機関・情報機関としての役割を自ら担おうとしているとみ

ることができる。先の「専門的指導 ・助言を誰が行うのか」という課題が、公教育

の市場化 ・ 脱規制化状況のもとで提起される中で、教員組合は自らを専門的指導・

助言機関として位置づけ直そうとしているこ とが窺える。
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Charter schoo1 advocates frequent1y argue that f1'eedom from 1'u1es and 

regu1ations of the educationa1 bureaucracy will give teachers the oppo1'tunity to 

act as p1'ofessiona1s and make them mo1'e autonomous. Hence thes巴 advocates

often asse1't that teache1' unions and thei1' po1icies a1'e no mo1'e than obstacles to 

cha1'te1' schoo1 movement and educationa1 1'eform 

1n actua1 situation , howeve1', it has been proved that cha1'te1' schoo1s have 

not ìmprov巴d teachers' p1'ofessiona1 wo1'k 1ives. Especially, the job security and 

the b1'ead-and.butte1' issues that 1'egu1ate teache1's' basic wo1'king conditions 

a1'e significant1y dis1'ega1'ded in cha1'te1' schoo1s. Since most cha1'ter schoo1s are 

not cove1'ed by collective bargaining agreements , 1a1'ge numbe1's of teache1's in 

cha1'te1' schoo1s a1'e fo1'ced to wo1'k unde1' one-yea1' cont1'act 01'“ at.will" contract 

Fu1'the1'more , teachers often have litt1e 01' no voic巴 in decision-making p1'ocess 

because cha1'te1' schoo1s a1'e often founded on specific philosophies unde1' which 

the founde1's make most of the decisions. 

Whi1e cha1'te1' schoo1 advocates condemn teache1' unions as opponents , 

both the Nationa1 Education Association of the United States (NEA) and the 

Ame1'ican Fede1'ation of Teachers (AFT) estimate the concept of the cha1'te1' 

schoo1 to be the agency in pub1ic schoo1 innovation. They contend that charter 

schoo1s can be f1'eed from some 1'est1'ictions dealing with curricu1um , inst1'uction , 

budget , ca1enda1' and so forth. On the othe1' hand , the NEA and the AFT insist 

that charte1' schoo1s shou1d ensure teach巴1' s' 1'ight to bargain collective1y, 

shou1d hire fully ce1'tified teachers , and shou1d comp1y with the same academic 

standards as those of the traditiona1 public schoo1s. 

1n addition , the NEA and the AFT emphasize the 1'o1e of schoo1 district as 

an authorizing entity on the assumption that the 10ca1 schoo1 boa1'ds are in the 

best position to eva1uate cha1'te1' schoo1 app1ications. This policy is prompted 
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by a concern that applicants who struggle to design curriculum and personnel 

are turning to for-prof� companies to provide the 巴ducational component 

and , as a result, a number of .. cookie-cutter schools" ar巴 created. To assure 

educational diversity in charter schools , the NEA and th巴 AFT d巴mand the 

professional leadership of school administration while they perform their 

tasks as clearinghouse of charter school management. Under th巴 policy of 

the NEA Charter School Initiative , the NEA provides technical assistance to 

charter school operators and educators , ranging from employee relations to 

school governance. The AFT also has established the Charter School Research 

Project to monitor and analyze charter schools. We can see the characteristics of 

current teacher unions in these activities as professional organizations. 


