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「生涯教育」研究の射程

岩 崎 久美子
（放送大学）

はじめに

本学会は，学会名として「生涯学習」ではなく，「生涯教育」を掲げる。
このことは，本学会が個人を主体とする学習に注目する以上に，学習環境を
提供する側に軸足を置き，制度設計などの政策志向の研究・実践に存在意義
を持つことを意味する。この点から，本稿は，生涯教育という用語をめぐる
国内外の経緯を踏まえ，本学会の理念，そして研究の特徴や射程について，
「生涯教育」との用語に焦点をあてて論じるものである。

1．生涯教育論登場の背景

（1）国際機関における学校教育システムを超える教育論
最初に，本学会名の「生涯教育」と言う用語の源流を振り返ってみたい。
フランス革命期に，公教育の改革案を提示したコンドルセ（Marquis de

Condorcet, N.）は，公教育に関する考えとして，教育はすべての年齢にわ
たっておこなわれるべきである（1）と言い，フランスでは，18世紀にすでに
生涯教育に関する考え方の萌芽が登場していることがわかる。しかし，生涯
教育との考え方が世界的に脚光を浴びるのは，UNESCO（国際連合教育科



「生涯教育」研究の射程（岩崎久美子）

116  

学文化機関）で1965年開催の第3回「成人教育推進国際委員会」の席上，
UNESCO職員でフランス人のラングラン（Lengrand, P.）が『恒久教育』
（éducation permanente）と題するワーキング・ペーパーを提出したことに
よる（2）。UNESCOはその後，この「恒久教育」の英訳としての「生涯教育」
（lifelong education）の訳語を当て，我が国でも，政府，国の審議会や経済
団体などで取り上げられ，「生涯教育」の概念が広まっていった。
同時期，UNESCOとセーヌ川をはさんだ対岸にある国際機関，OECD（経
済協力開発機構）においても，長期の，継続して行われる就職前の学校教育
制度（フロント–エンド・モデル）ではなく，教育を労働やレジャーや隠退
を含む他の活動と交互に行い，正規の学校や大学教育と労働とが相互に流動
化するような具体的な戦略，政策であるリカレント教育が検討され，1973
年に『リカレント教育―生涯学習のための戦略』（Recurrent Education: A 
Strategy for Lifelong Learning）が出された（3）。
このように，当時の教育システムを超える新たな教育論が，1960年代後
半から1970年代にかけて，同じフランス・パリに存在する二つの国際機関
で取り上げられたことに，ヨーロッパの文化や社会の影響を感じる。ここで
注目するのは，生涯教育，リカレント教育のいずれにおいても「教育」との
用語が用いられたことにある。
なぜ，「学習」ではなく，「教育」であったのか。ヨーロッパとアメリカと
の対比を例に考えてみたい。
ヨーロッパでは，職業教育，継続教育といったように，生涯教育の推進の
主体が「教育」する側にある。それに対しアメリカでは，増加する成人学習
者の要求に対応し大学を開き，「市場型」の生涯学習を推し進めており，そ
の主体が「学習」する側にある（4）。このような両者の違いは，アメリカと
ヨーロッパの社会構造の相違に依拠するものでもある。
たとえば，社会学者のターナー（Turner R.H.）は，イギリスとアメリカ
の教育システムをもとに，社会移動のタイプを，イギリスを庇護移動，アメ
リカを競争移動との用語で類型化している（5）。イギリスでは，階層化された
社会構造の中で，限定された成員がエリートとなるべき人材として育成され
る。一方，競争移動の社会であるアメリカでは，メリトクラシーといわれる
知能と努力でもたらされる業績で地位達成が可能とされる。庇護移動とされ
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るヨーロッパ社会では，階級構造の固さが社会構造に安定を与える反面，社
会の流動性に乏しく，エリート層以外の成人に，社会移動を目的とした個人
の自発性に基づく学習へのインセンティブを与えることは難しい。そのた
め，ヨーロッパの国々では，継続教育や職業訓練が新しい知識や技術を獲得
する受け皿となっており，それは「教育」の制度として提供される。一方，
アメリカでは，個人が業績を獲得することで社会移動が可能と考えられ，個
人に学習のインセンティブがもたらされる。
つまり，生涯教育と生涯学習という用語には，社会による教育か，個人に
よる学習かといった違いが内包されている。生涯学習は個人の自己実現や個
人の完成を目標としがちであるが，生涯教育は私的な個人的学習に留まら
ず，公的で社会的な教育制度や教育政策に重点を置く。そのため，社会的側
面に注目する場合，生涯教育の名称が適切との見解もある（6）。

（2）経済的ナショナリズムと生涯教育論
生涯教育論が登場したのは，高度経済成長政策の転換期にあたり，労働者
やその家族の生活が国民経済の成長を通じて向上するという経済的ナショナ
リズムの考えが終焉を迎えた時期にあたる。経済的ナショナリズムにあって
は，社会的出自に関わりなく有能な人材を選抜・配置することが学校教育の
機能とされ，進学率の高まりや高学歴化が進展し教育システムが拡大するこ
とで国の発展に向けた人的資本の蓄積が期待された。日本企業は，学歴とい
う信号（シグナル）を重視，その潜在力によって人材を採用し，入社後の技
能その他の養成は主として企業内訓練（OJT）で行う傾向が見られた。この
ことは，大企業ほど顕著であったとされる（7）。
しかし，経済ナショナリズムが終焉に近づくと，教育の平等化の意識の高
まりの中で，学校拡張に対する批判や反学校主義の台頭など，学校教育制度
に対する革新的変化や改革の主張がなされるようになる（8）。当時，生涯教育
論はこのような主張に対するひとつの解決方法として注目された。そして，
教育界以上に生涯教育論は政府や財界において関心が持たれ，財界の先導と
推進のもとに教育政策の基本理論の議論が進められた（9）。たとえば，経済審
議会「人的開発研究委員会」（小倉武一委員長）の下に設けられた「教育・
文化専門委員会」による中間報告『情報化社会における生涯教育』（1972
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（昭和47）年6月）によれば，従来，経済計画では教育の問題は主として経
済成長のための教育投資と言った観点から取り上げられてきたが，今後は国
民福祉という観点から，生涯教育を生きがいの問題として捉え直さなければ
ならないとの指摘がなされている。そして，特に経済計画をより広い観点か
ら教育，文化の問題を含めて捉え直す場合，「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揚して，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，その際，最近議論にのぼっている“生涯教
育”と言う観点が，われわれの問題意識に適合していると思われる」との記
述が見られる（10）。ここからも，経済成長から福祉優先政策への転換が要請さ
れる中で，経済的ナショナリズム下で教育政策を支えた教育投資論，能力主
義，国家主義の観点に代わる福祉国家論として生涯教育論が求められ，そし
てそれは，「社会的緊張緩和の方策」の一つとされていた（11）ことがわかる。
当時，産業界の生涯教育への関心は，技術革新，情報化，産業構造の高度
化等に伴う職種や職務内容の変化に対する労働者の再教育や職業訓練といっ
た経済的・職業的要因に集中するものであった。それに対し，教育界では教
養主義的色彩が濃く，寿命の延長，自由時間の増大などの個人的・家庭的要
因に着目する傾向があった。また，教育界内部では，社会教育関係者は生涯
教育を同一視することが多く，学校教育関係者と比べて生涯教育について関
心が強い傾向にあった（12）。たとえば，生涯教育の考え方が日本にもたらさ
れた直後の1971（昭和46）年4月の社会教育審議会答申『急激な社会構造の
変化に対処する社会教育のあり方について』では，「生涯教育においてとく
に社会教育が果たすべき役割はきわめて大きい」（13）と述べられている。こ
の答申は，社会教育概念の拡張に生涯教育を限定する内容とされ，その理由
としては，公共職業訓練や各種学校について具体的に触れておらず，労働者
にとって主要な教育機会であった企業内教育や，人びとの自己教育について
の議論が欠落，結果的に文部省的社会教育観を出ていない内容と評され
た（14）。社会教育関係者が社会教育行政の延長線上に捉えたように，生涯教
育論は，企業，学校教育，社会教育にあって三者三様の捉え方がなされ，社
会全体としての統合された視点や総合的政策として取り上げられるには至ら
なかった。
「日本生涯教育学会」は，世の中で生涯教育論が熟し，各所で異なる取組
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みが見られるようになった時期を背景に1980（昭和55）年に設立されるが，
その前年に出された設立趣意書を一部抜粋すれば下記のとおりである。
「生涯教育の本格的な研究が少ないため，その推進にあたってさまざまな
困難に直面しているのが実情である。この新しい教育問題の解明をめざして
総合的な見地からの研究とその発表の機会を確保する必要がある。われわれ
はこのような情勢にかんがみ，既存の学問分野の枠をこえ，生涯教育に関心
を寄せる研究者・実践家を結集して，『日本生涯教育学会』を設立すること
にした。ここに，生涯教育の研究を推進しうる，教育学・心理学・社会学・
体育学・政治学・法律学・経済学・哲学など関連諸学問の研究者や教育関係
者・行政関係者・職場関係者・レクリエーション関係者などに，『日本生涯
教育学会』への参加を呼びかけるものである」（15）。
この趣意書によれば，生涯教育研究として学際的な領域が想定され，教育
問題を解決するにあたり，本格的研究を目指そうとする広い視野が見て取れ
る。しかし，教育領域では，前述の1971（昭和46）年4月の社会教育審議会
答申から推察されるように，社会教育関係者が生涯教育に強い関心と親和性
を持っていたこともあり，社会教育中心の展開がなされたことは，本学会と
しては必然のことだったのかもしれない。

2．生涯教育か生涯学習か

（1）生涯教育の用語をめぐる議論
本学会は，「生涯学習」ではなく「生涯教育」と言う用語を用いる。「生涯
学習」と「生涯教育」の用語について，過去に国内外でどのような議論がな
されたかについても簡単に見てみたい。
我が国の教育界にあっては，「生涯教育」と「生涯学習」と言う用語は，
当初内容も方法もまったく異なるとの認識が持たれていた。「教育」という
言葉が日本語においては上から押しつけるといった語感が強いことや，生涯
教育は政府による国民精神総動員，あるいは企業による従業員の生涯管理を
意図するものとの批判が見られ（16），また，「生涯教育」という用語が学習者
の主体性を蔑ろにするものであり，「生涯教育」は体制側が生涯にわたって
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個人の思想を支配統制する手段であるとの意見もあった（17）。それに対し，
生涯教育の代わりに生涯学習と呼ばれる理由の一つは，それがあくまでも自
発的な学習を明示する点にあると考えられたことにある（18）。このような議
論の中で，1972（昭和47）年3月に日本経済調査協議会（経済団体連合会，
日本商工会議所，経済同友会，日本貿易会といった財界の調査機関）から出
された報告書『新しい産業社会における人間形成―長期的観点からみた教育
のあり方―』の文中には生涯教育ではなく生涯学習の用語が用いられてい
る。その理由としては，「教育問題の真の解決は，なによりもまず国民ひと
りひとりの自覚と熱意を基礎とすべき」（19）と自己啓発的性格を強調するこ
とで，政府による国家統制や企業による労働者の「生涯管理」として受け止
めるむき（20）や誤解を避けるためであるとされた。
国際機関にあっても，生涯教育と生涯学習の用語についての議論がなされ
た。たとえば，1972年に『ラーニング・トゥ・ビー』（Learning to Be）
（フォール報告書）を提出した教育開発国際委員会では，生涯教育イコール
生涯学習として，生涯教育は学習を基本として生涯にわたって行われる教育
との理解がなされたと言われる。また，1976年アフリカのナイロビで開催
されたUNESCO第19回総会で採択に至る「成人教育の発展に関する勧告」
の草案策定にパリで参加した新井は，その席上で生涯学習をいかに定義づけ
るか，また「生涯教育」を「生涯学習」という用語に変えるべきかが議論さ
れたと記している。結果，UNESCOでは，生涯教育との用語が定着してい
る中で生涯学習に変えると混乱を生じる恐れがあるとの妥協が成立し，勧告
では生涯教育と生涯学習を一対にして使うことになったという（21）。このよ
うに，UNESCO関係の文献では，「生涯学習」と「生涯教育」は，「相互交
換的」に使われることが多い。そして，生涯学習は人間の能力または業績
（コンピテンスおよびパフォーマンス）に関する概念で，一方，生涯教育は
その能力や業績をのばし支援する施設や体系に関するものであり，両方とも
重要としている（22）。しかし，実際に英語圏の文献を見れば，現在では，生
涯教育を表す lifelong educationよりも，生涯学習を表す lifelong learningの
語が多く用いられているのが現状であろう（23）。



特集　生涯学習研究の挑戦

121

（2）臨時教育審議会での「生涯学習」の定着
我が国をみれば，生涯教育よりも生涯学習と言う用語が政策において明確
に定着したのは，臨時教育審議会以降である。臨時教育審議会は，1987
（昭和62）年に至る3年間で四次にわたる答申を提出したが，その内容は，
「生涯学習体系への移行」に収斂・帰着するものであった。この臨時教育審
議会の答申を受け，教育改革推進本部が設けられ，政策の実施が目指され
る。具体的には，1990（平成2）年1月中央教育審議会によって「生涯学習
の基盤整備について」の答申が出されると，それを受けて文部省に生涯学習
局が設置（社会教育局の改組）（24）され，続いて「生涯学習の振興のための
施策の推進体制等の整備に関する法律」の制定，そして，国及び都道府県に
生涯学習審議会が設置されることになった。ここにおいて，「生涯学習」と
言う用語が政策において頻繁に用いられるようになる。
臨時教育審議会は，教育においても新自由主義的な自由化，多様化を求
め，教育改革を行うものであった。それは，公共政策の有効性を原則として
否定し，政府は出来る限り縮小すべきという考え方に基づいていた。臨時教
育審議会以降の変化としては，第一に，その基調が保守主義から新保守主義
に替わった。新保守主義とは，「ナショナリズム，経済的自由主義，技術オ
プティミズムの三者を武器とする現状変革の試みとして要約」（25）できるも
ので，産業界による経済自由化の要求を反映し，公教育に関しても民営化や
規制緩和による学校の個性化・特色化が主張された（26）。第二に，教育政策
をめぐる権力構造が，それまでの保革の対立から供給者と消費者の対立に替
わった。そのため，消費者の意向によって教育政策が大きく左右されるよう
になった（27）。臨時教育審議会以降，生涯学習の用語が頻出するようになっ
たことは，臨時教育審議会が消費者の自己責任による自由選択を主とする公
教育の私事化の流れへの分水嶺であったことを考えると，当然の帰結であっ
たと思われる。生涯学習が個人に主体を置き，自発的に行われるべきものと
考えれば，生涯学習の政策とは，個人の学習を支援する環境整備といった観
点に狭く留まることになる。そのため，生涯学習の研究の多くが個人の学習
活動に焦点を置くミクロレベルの研究に集中する傾向が見られるようになっ
た。
これ以降，生涯学習との用語が政策的に定着し，広く知れ渡るようになる
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と，生涯教育よりも生涯学習の方が用語として多くに用いられるようになっ
た。本学会でも，生涯教育と生涯学習は同義に用いられ，生涯学習が文脈に
沿って随時使用されている。しかし，本来，本学会が生涯教育との用語を掲
げている意義は，教育を提供する側に立脚した政策志向にあると推察する。
このことを再度認識することが，学会の理念の確認としては必要であろう。

（3）生涯学習における格差の問題
臨時教育審議会以降の公教育の私事化の流れは，成人の学習にも大きな影
響を与えた。成人になってからの学習を個人に委ねることが，学習する者と
学習しない者の格差となり，その格差が年齢を経るにつれて大きくなること
が懸念された。この点から，生涯学習と言う用語の持つ，学習者個人の主体
性に依拠した学習活動や学習機会が十分保障される社会的方策が検討されて
きたのか，あるいは，政策介入をせずに学習活動の格差を放置してよいのか
との疑問が生じる。
学習機会の需給をマーケット・メカニズムに委ねるアメリカは生涯学習社
会とも言えるのであろうが，これまでも「自由な学習者」とは，豊かな中流
階級の別名であり，高学歴社会の上位に位置づく少数者であることが指摘さ
れている。そして，このマーケット・メカニズムに介入し学習の機会の平等
化をはかるような公共政策がとられない限り，この教育における「もてる
者」と「もたざる者」との格差は，いっそう拡大していくとの指摘はかねて
からされてきたのである（28）。臨時教育審議会以降の教育の私事化の流れは，
教育や学習を市場メカニズムに委ねるゆえに，人々の意識によって教育や学
習の選択行動が左右されることを意味する。そして，「もてる者」と「もた
ざる者」との格差は，学習意欲や経済状況によって，学習機会や学習活動の
格差につながる恐れがある。このような格差を是正し，必要に応じて誰しも
が学習を実践に移せる社会に向けた政策的研究が本学会においても今後ます
ます求められるのであろう。
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3．今後の研究の方向性

（1）政策科学としての生涯教育研究
本学会が掲げる生涯教育という用語を巡って，これまでの国内外の経緯を
たどってきた。ここでは，それらを踏まえて，生涯教育学会が今後さらに強
化すべきと考えられる研究領域について述べたい。
過去を振り返れば，生涯教育論は，抽象的理念論や曖昧な必要論として取
り上げられ，多くは「生涯教育」という枕用語を掲げながら，社会教育，学
校教育，職業訓練などの各分野に関するそれぞれの拡充整備論に留まってい
ると指摘されてきた。そこでの問題点は，生涯教育システムの形成という視
点が希薄であり，また，従来の教育体制の延長線上の拡充強化として受け止
められ，行財政論を欠いたことにある（29）。
本学会の設立趣旨書にある，「既存の学問分野の枠をこえ」「総合的な見地
からの研究」との原点に戻れば，生涯教育として総合社会政策につながる研
究が，これまでも，そしてこれからも求められていることは言うまでもな
い。その際，政策介入が正当化されるには，生涯学習ニーズと民間で提供さ
れる教育機関の間に大きなギャップがあり，それによって国民の福祉が大き
く損なわれ，そこから生じてくる各種の社会コストが公共介入に伴うコスト
を上回るとの判断が必要とされる（30）。たとえば，生涯賃金などを踏まえた
学習や教育の効果の測定を試みる数量的な研究例を見れば，自己啓発を実施
した人と実施しなかった人の年収に与える効果は，1年後には差はないが，
2年後では約10万円，3年後では約16万円の年収の差となり，それぞれ有意
差が認められている（31）。このような教育や学習の効果に関する研究は，国
民の福祉の観点から生涯教育を推進すべきとの主張を裏付けるデータを提供
する。
本学会の設立趣意書に基づけば，行政学，政治学，経済学などの総合的政
策につながる研究，あるいは，それらの学問分野の研究者との学際的な共同
研究の企画も一考であろう。それにより，成人になってからの教育や学習を
個人のキャリア形成に組み込む観点から，学校教育以降の教育を生涯教育政
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策に適合させるための社会コストを検討し，公共介入の必要性を説く研究や
総合社会政策を視野に入れた具体的な政策研究も可能になると思われる。

（2）労働市場と連動した雇用確保・継続に関する研究
従来，我が国の成人学習者の特徴は，人生を豊かに過ごそうとする主婦や
退職後の高齢者が主流の「ソシアルライフ型」にあるとされてきた。このこ
とは，「キャリア型」とされるアメリカとは対称的なものとされてきた（32）。
しかし，時代の変遷を考慮し，日本型特徴とされてきた内容を再検証するこ
とも必要であろう。主婦や退職後の高齢者は，今でも我が国の成人学習者の
典型であろうか。主婦について言えば，雇用者の夫と専業主婦から成る世帯
（「男性雇用者と無業の妻から成る世帯」）と夫婦共働き世帯（「雇用者の共働
き世帯」）の比率は，1996年を境に夫婦共働き世帯が雇用者の夫と専業主婦
から成る世帯を凌駕し，増加している（33）。高齢者についても，年金受給開
始年齢まで働き続けられるよう，高年齢者雇用確保措置がとられており，人
生を豊かに過ごすこと以上に意欲と能力に応じて働き続けることが社会的に
求められるようになってきている。このように，主婦と退職後の高齢者にお
いても働く者が増加しているとすれば，日本の特徴とされる内容にも変化が
見られると思われる。
また，労働者に対する教育においても，我が国の職業教育や訓練は，企業
内教育といった企業による教育訓練システムや個人の自己啓発によって担わ
れており，職業関連の学習需要は顕在しにくい構造を持っていると言われて
きた（34）。企業内で訓練や教育を提供する企業内教育という制度は，終身雇
用制と年功序列という戦後の長期安定雇用慣行を前提とするもので，高度経
済成長下にあっては，企業規模の拡大に伴って，閉じられた生涯教育システ
ムとして機能し一定の有効性を持っていた。このことは，生涯教育が労働者
の再教育・再訓練の機能を担う諸外国と大きく違うところであった。しか
し，経済的ナショナリズムが崩壊した第一次石油危機以後には，官僚型組織
から柔軟型組織へのパラダイム転換が生じ，公共，民間セクターを問わず，
ダウンサイジングを目指す組織の大規模再編が行われた。結果，雇用が不安
定化し，失業が増加した。このような経済変動による雇用システム全体の変
革が起こると，労働者個人を主体として人的資本投資を行う効率性が問われ
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るようになる（35）。企業では，人事戦略や社会の競争力強化の観点から費用
削減に向けて人材育成費を効率的に使いたいという意識が高まると同時に，
変化の激しい分野においては従来のようなOJTによる能力開発には限界が
あり，社内だけで高度で専門的な知識を持つ人材育成は難しいとの考えも見
られるようになった。しかし，その一方で，社会的にも，限られた労働資源
を有効に活用していくためには労働市場の流動化を促進する必要があり，ま
た，「失業なき円滑な労働移動」を実現するためには，労働者の再教育・訓
練の充実は欠かせないとの認識もされるようになった（36）。企業においても，
正社員対象の企業内教育から，個人の責任による企業外部における自己啓発
に基づく生涯学習観への転換が必須となったのである。
内閣府の『年次経済財政報告』によれば，「企業が行う人的資本投資額の
うち直接費用に関しては90年代以降減少傾向にあり，今後の技術進歩や職
業生活の長期化を踏まえれば，人材育成を企業のみで行うことには限界があ
るため，働き手が年齢にとらわれずに学び直しを行い，自らが主体的にキャ
リアを形成していくことの重要性は高まっている」（37）とされている。労働
者は企業などの組織依存からの脱却と自己啓発による雇用され得る能力（エ
ンプロイアビリティ）の形成が求められるようになってきている。
このように，これまでの生活水準を維持する手段として，我が国において

も，成人の学習活動は，教養主義的なものから，雇用を確保・維持するた
めのものへと視点が移行してきているように思われる。その証左に，1998
（平成10）年の雇用保険法改正によって教育訓練給付が成立し，同時に1999
（平成11）年2月に出された経済戦略会議答申には，「個人がみずからのエン
プロイアビリテイ（転職適応能力）を高められるよう政府が積極的にこれを
サポートする仕組みを構築することが必要である」（38）と言及されている。
つまり，生産性の向上や技術革新のための職業訓練や労働者の再訓練に，企
業内教育を超えた学習環境整備が社会的に必要であるとの新たな関心が持た
れるようになってきているといえよう。
同時に，先進諸国では共通して，知識基盤社会における人的資本の蓄積や
成人の資質や技能の向上が喫緊の課題となっている。たとえば，アメリカの全
米教育統計センター（National Center for Education Statistics）は，これまで，
「全米家庭教育調査」（National Household Education Surveys Program, 
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NHES）で，成人教育に関するデータを他の教育データとともに経年的に取
得してきた（1991, 1995, 1999, 2001, 2003, 2005年の6回実施）が，2005年以
降は行われず，一方で2016年には新規に「成人訓練・教育調査」（The 
Adult Training and Education Survey, ATES）を実施するに至っている（39）。
OECDの「国際成人力調査」（PIAAC）にも見られるように，政策関心は，
成人の能力やスキルの国内分布や，経済的観点からの個人のエンプロイアビ
リティの形成や職業訓練・再教育に移行してきているように思われる。つま
り，個人を主体とした生涯学習以上に，「教育」とされる制度設計を伴う成
人に対する政策が総合的に求められてきているということであろう。このよ
うに，労働市場と連動した雇用に関する教育や学習についての研究が，国内
外ともにクローズアップされていくことが予想される中で，本学会において
も，この領域での国際的動向や国内でのデータ蓄積が求められると考えられ
る。
加えて，政策動向についての研究も求められる。我が国でも，企業内教育
から，企業外の大学や職業訓練施設などで，社会人の学び直しの環境や制度
の整備がすすめられている。成人になってから，必要に応じて学習情報を取
得し学び直しを行うためには，統合的な教育・学習システムの確立が肝要で
あろう。個別の状況に応じて，学習の仕方を含むきめの細かいアドバイスを
行い，学習機会や職業訓練をコーディネートする専門職の配置など，学習者
を支援する制度設計や政策も望まれる。学び直し施策の重点は，産業界から
要請される再訓練や職業訓練という側面にあり，教育界が推進してきた個人
の自発性に基づく生涯学習の枠組みに留まるものではない。そして，それ
は，社会の経済・文化・社会生活の構造的変化に対応するものとして，成人
の学習や教育の意義の問い直しを求めるものでもある（40）。このような観点
から，学会としても政策的視点に立った研究成果の提供など，研究知見や成
果においてプレゼンスを示す必要があろう。

（3）個人の学習活動がもたらす社会的影響に関する研究
今まで述べてきたように，本学会が用いる生涯教育と言う用語に注目すれ
ば，また，設立趣意書を鑑みれば，社会側からの需要や社会変化に応じた政
策科学的なマクロな政策研究や制度研究が第一義的には求められる。しか
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し，最後に，ミクロレベルでの個人の学習活動が社会変革につながる点に着
目する研究についても言及しておきたい。
ブラジルの教育思想家であったフレイレ（Freire, P.）は，民衆が貧困，識
字，抑圧といった自身の置かれた状況について意識化することがエンパワー
メントとなり，社会変革への行動に至ることを説いた。抑圧されている者
は，現実を客観化することや批判的に認識することができない。フレイレ
は，民衆の半能動的意識ないし批判性を欠く未熟な意識が，批判的意識，あ
るいは可能であるとの意識へと意識化される変容のプロセスをたどることが
自由のための文化行動には求められるとする。フレイレの考え方は，成人学
習理論の一つである変容的学習の社会文化的アプローチとして知られ，その
理論枠組みに貢献していると評価されている（41）。たとえば，フレイレの実
践は，識字サークルなどにおいて個人に意識化を促す学習活動を提供するも
のである。そこで例とされるのは，一枚の写真や絵を取りあげてそれについ
て論じあうことで，現実に向き合い，対話やコミュニケーションを通じた意
識の深まりにより，個人の解放がもたらされ，その行動が社会変革につなが
るとする内容である（42）。このような実践は，これまで我が国でも広く公民
館等の社会教育施設で行われてきた地域課題に対する学習につながる考え方
である。また，地域における学習は，社会的課題に対処し課題解決に必要と
なる社会関係資本の供給を増やす中心的な機能を持ち，個人のスキル，自
信，ネットワークやリソースを増加させ，コミュニティと協働する方法の一
つとの指摘もある（43）。このように，地域に根差した学習が社会を変える潜
在性を有し，学習活動が地域に信頼関係をもたらす社会関係資本蓄積の端緒
であることを，研究を通じて確認する作業は重要であろう。
さらには，前述で挙げたような社会の発展のため，あるいは雇用の確保・
維持のためといった経済的視点からの成人の資質やスキルの向上のみなら
ず，個人の福利（well-being）に関する研究も今後注目される。2008年，当
時のフランス大統領サルコジ（Sarkozy, N.）のもとに置かれた委員会，い
わゆるスティグリッツ（Stiglitz, J. E.），セン（Sen, A.），フィトゥシ
（Fitoussi, J.-P.）委員会では，経済実績と社会進歩のために今後計測すべき
指標として，機会の不平等，主観的幸福感，持続可能性，信頼と社会関係資
本などが併せて検討された。すでにこの委員会の報告書を足掛かりに，
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OECDでは，ハイレベル専門家グループがもたれ，検討結果を概括した報
告書も出されている（44）。このように，人的資本の蓄積，雇用の問題など生
産性の観点から議論されてきた成人に対する教育や学習を，個人の福利など
の社会福祉的視点から議論し再定義することも，研究において教育や学習の
アウトカムを想定する上では，今後ますます重要とされるであろう。

おわりに

以上，生涯教育学会の理念をたどる手がかりとして生涯教育の用語につい
て言及し，今後の研究の方向性について論じた。生涯学習という用語が主流
となる中で，生涯教育の用語に含まれる本学会の政策志向を確認し，また学
際的，かつ総合社会政策としての成人に対する教育や学習に関する研究が希
求されている点についていくつか私見を述べた。
成人の教育や学習をめぐっては，新しい技能を身に着け，創造的な価値を
生み出せる有為な人材の育成や，少子高齢化の中で多様な人材からなる労働
力確保という政策課題が表面化している。成人の学習や教育に社会的関心や
注目が集まる中で，これまでの学問的蓄積に立って政策に資する研究を行う
ことも本学会の使命と思われる。
設立40年の節目にあって設立趣意書にある原点に思いを寄せ，本学会が
学会員の研究や実践を鼓舞し，流動し変化する社会に対応した成人の教育や
学習に関わる研究の知見や成果を，今後ますます重層的に蓄積していくこと
を期待したい。
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