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This article reviews research on the policy-making process of education reforms under the second Abe administration. 
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issues. Finally, it points toward the need for further empirical analysis to understand not only changes in the processes of 
reform, but also its determinants and microprocesses.  
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1. はじめに 

 
 2020年9月まで約8年間続いた第二次安倍政権は、

2012 年に設置された自民党総裁直属の教育再生実行
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本部(実行本部)と、2013 年に閣議決定で設置された

教育再生実行会議(実行会議)の提言を基に、様々な教

育改革を実行してきた。一連の改革に関して、教育学

を中心とした教育政策研究では改革内容に着目し、

それらが新自由主義(教育の市場化、競争主義の導入、

教育格差の容認等)・新保守主義(共同体秩序の重視、

国家による教育内容の統制等)という特に 2000 年代

以降の改革に見られる特徴を持つと批判的に捉え、

その問題点や改善点を考察する研究(e.g.谷口 2015、
三和 2015、佐貫 2017) が一般的である。一方その

政策形成過程の研究に関しては、改革内容に焦点を

当てた研究に比べ蓄積が少ないのが現状である。 
 そこで本稿では、第二次安倍政権における教育改

革の政策形成過程が教育学を中心とした先行研究で

どのように分析されてきたかを明らかにすることを

目的とする。具体的には、まず同政権の教育改革の政

策形成過程全般がどのように評価されてきたかを概

観する(第 2 章)。次に、本稿では初等中等教育政策か

ら道徳の「特別の教科」化(第 3 章)と教育委員会制度

改革(第 4 章)、そして高等教育政策から大学のガバナ

ンス改革(第 5 章)という、いずれも第二次安倍政権の

初期に実行本部・実行会議から提言された主要な改

革案を事例として取り上げ 1、各改革の概要を簡潔に

説明した後、それぞれの政策形成過程を分析した先

行研究の内容を中心にレビューを行う 2。そして、上

記三つの教育改革の政策形成過程に関する研究動向

をまとめた上で、分析内容・方法等における課題を示

す(第 6 章)。 
 本研究は、政策形成過程の分析を中心とした第二

次安倍政権の教育改革に関する先行研究を詳細にレ

ビューした上でそれらの内容を整理し、第二次安倍

政権の教育改革の政策形成過程に関する研究可能性

やその重要性まで指摘することを通して、教育政策

研究における政策形成過程の分析の発展・改善に寄

与できる点で学術的意義を有する。 
 なお本稿の執筆は、第 1 章、第 2 章、第 3 章第 3
節、第 4 章第 2 節、第 6 章を中村、第 3 章第 1、2 節

を李、第 4 章第 1、3 節を橘、第 5 章を辻がそれぞれ

担当した。 
 
2. 第二次安倍政権における教育改革の政策形成過

程全般に関する先行研究 
 
 はじめに、第二次安倍政権における教育改革の政

策形成過程全般に関する先行研究の評価を概観する。 
 まず村上は、自民党への政権交代により教育政策

の政策過程がどのように変化したのかという点につ

いて、民主党政権と比較しながら、「執政中枢(首相・

官邸サイド)が政策形成において主導権を握る構造に

回帰した」点や、「安倍政権では、首相直属の教育再

生実行会議を設置し、その提言をもとに文科省・中教

審に細部の制度設計を委ねるという形式で政策形成

を行って」おり、「政策形成におけるアジェンダの設

定は官邸サイドに移って」いる点を指摘している(村
上 2013 40~41 頁)。 
次に荒井は、自民党の実行本部がアジェンダの設

定を行い、実行会議が実行本部の提言をブラッシュ

アップし手続きにおける「正統性」を付与する役割を

担っているといった点を指摘した上で、「第二次安倍

政権の政策過程は、文部科学部会長が実行本部に随

時出席している点(党内調整)、党・内閣・省庁の主要

アクター(実行本部長、内閣官房副長官、政務三役)が
実行会議の構成員として事実上存在している点(政
府・与党間調整)、同一の政治アクターが文部科学大

臣と教育再生担当大臣を兼務している点など、各機

関の主要アクターが相互の機関に相乗りしている状

況下で進行し、役割分担、情報共有、連携・協働が意

識化されている」と説明している(荒井 2014 
77~82 頁)。そして、同政権では「分離規範に基づく

相互不介入関係(各省庁における政治職の官僚制に対

する優位性)」の中での政策過程の進行が目指されて

いると述べている(同 82 頁)。 
また小川は、小泉政権と比較し、第二次安倍政権に

おける教育改革は「教育改革が独立したテーマとし

て設定され、広範囲の教育課題が改革の対象にされ

ている。」とした上で、中教審が「積み残してきた諸

課題を実現に向けて政治行程の上に具体化できたの

はやはり内閣の強い主導性があったから」であり、

「そうした内閣の主導性は、教育再生実行会議が教

育改革課題のアジェンダ設定(課題の選択・設定)と各

テーマ・改革課題の基本方向を決定し、それに沿った

詳細な制度設計や内容の詰めを文科省・中教審に任
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本部(実行本部)と、2013 年に閣議決定で設置された

教育再生実行会議(実行会議)の提言を基に、様々な教

育改革を実行してきた。一連の改革に関して、教育学

を中心とした教育政策研究では改革内容に着目し、

それらが新自由主義(教育の市場化、競争主義の導入、

教育格差の容認等)・新保守主義(共同体秩序の重視、

国家による教育内容の統制等)という特に 2000 年代

以降の改革に見られる特徴を持つと批判的に捉え、

その問題点や改善点を考察する研究(e.g.谷口 2015、
三和 2015、佐貫 2017) が一般的である。一方その

政策形成過程の研究に関しては、改革内容に焦点を

当てた研究に比べ蓄積が少ないのが現状である。 
 そこで本稿では、第二次安倍政権における教育改

革の政策形成過程が教育学を中心とした先行研究で

どのように分析されてきたかを明らかにすることを

目的とする。具体的には、まず同政権の教育改革の政

策形成過程全般がどのように評価されてきたかを概

観する(第 2 章)。次に、本稿では初等中等教育政策か

ら道徳の「特別の教科」化(第 3 章)と教育委員会制度

改革(第 4 章)、そして高等教育政策から大学のガバナ

ンス改革(第 5 章)という、いずれも第二次安倍政権の

初期に実行本部・実行会議から提言された主要な改

革案を事例として取り上げ 1、各改革の概要を簡潔に

説明した後、それぞれの政策形成過程を分析した先

行研究の内容を中心にレビューを行う 2。そして、上

記三つの教育改革の政策形成過程に関する研究動向

をまとめた上で、分析内容・方法等における課題を示

す(第 6 章)。 
 本研究は、政策形成過程の分析を中心とした第二

次安倍政権の教育改革に関する先行研究を詳細にレ

ビューした上でそれらの内容を整理し、第二次安倍

政権の教育改革の政策形成過程に関する研究可能性

やその重要性まで指摘することを通して、教育政策

研究における政策形成過程の分析の発展・改善に寄

与できる点で学術的意義を有する。 
 なお本稿の執筆は、第 1 章、第 2 章、第 3 章第 3
節、第 4 章第 2 節、第 6 章を中村、第 3 章第 1、2 節

を李、第 4 章第 1、3 節を橘、第 5 章を辻がそれぞれ

担当した。 
 
2. 第二次安倍政権における教育改革の政策形成過

程全般に関する先行研究 
 
 はじめに、第二次安倍政権における教育改革の政

策形成過程全般に関する先行研究の評価を概観する。 
 まず村上は、自民党への政権交代により教育政策

の政策過程がどのように変化したのかという点につ

いて、民主党政権と比較しながら、「執政中枢(首相・

官邸サイド)が政策形成において主導権を握る構造に

回帰した」点や、「安倍政権では、首相直属の教育再

生実行会議を設置し、その提言をもとに文科省・中教

審に細部の制度設計を委ねるという形式で政策形成

を行って」おり、「政策形成におけるアジェンダの設

定は官邸サイドに移って」いる点を指摘している(村
上 2013 40~41 頁)。 
次に荒井は、自民党の実行本部がアジェンダの設

定を行い、実行会議が実行本部の提言をブラッシュ

アップし手続きにおける「正統性」を付与する役割を

担っているといった点を指摘した上で、「第二次安倍

政権の政策過程は、文部科学部会長が実行本部に随

時出席している点(党内調整)、党・内閣・省庁の主要

アクター(実行本部長、内閣官房副長官、政務三役)が
実行会議の構成員として事実上存在している点(政
府・与党間調整)、同一の政治アクターが文部科学大

臣と教育再生担当大臣を兼務している点など、各機

関の主要アクターが相互の機関に相乗りしている状

況下で進行し、役割分担、情報共有、連携・協働が意

識化されている」と説明している(荒井 2014 
77~82 頁)。そして、同政権では「分離規範に基づく

相互不介入関係(各省庁における政治職の官僚制に対

する優位性)」の中での政策過程の進行が目指されて

いると述べている(同 82 頁)。 
また小川は、小泉政権と比較し、第二次安倍政権に

おける教育改革は「教育改革が独立したテーマとし

て設定され、広範囲の教育課題が改革の対象にされ

ている。」とした上で、中教審が「積み残してきた諸

課題を実現に向けて政治行程の上に具体化できたの

はやはり内閣の強い主導性があったから」であり、

「そうした内閣の主導性は、教育再生実行会議が教

育改革課題のアジェンダ設定(課題の選択・設定)と各

テーマ・改革課題の基本方向を決定し、それに沿った

詳細な制度設計や内容の詰めを文科省・中教審に任
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せるという手法に表れている。」と説明している(小川 

2014  30 頁)。そして、中教審が実行会議の「下請け

機関」となっているという批判を受け、「アジェンダ

設定は国民意思の信託を経た政治の役割であるとい

う正統性の主張を覆すことは難しい。」と論じている

(同 30 頁)。 
中田は、第二次安倍政権では、文科大臣の諮問以前

である「前過程」に政策形成の中心が移り、首相の諮

問機関を出発点とする政策過程のあり方が一般的に

なっていることに加え、意思決定の主導権が、従来よ

りも特定の政治的リーダーシップに集中している点

が特徴的だと指摘している(中田 2014 113~114 頁)。  
広田は、トップダウン型で政策アイデアが発信さ

れ、与党や各省庁といった「拒否権プレイヤー」が抵

抗せず、むしろ政策実現に向けて積極的に同調して

いると述べた上で、その要因を与党議員に対する党

総裁の支配の強化や2000年代初頭の制度改革による

首相・内閣府の権力の増大、内閣人事局の創設といっ

た「構造的・制度的要因」や、衆参両院のねじれが解

消され世論の高い支持率があったという「一時的な

要因」を指摘している 3(広田 2014 9~10 頁)。そし

て、第二次安倍政権の教育政策については、「内閣と

与党と文科大臣の凝集性がきわめて高い」点や、「中

教審は教育再生実行会議の下請けの位置になってし

まっている」状況について説明している(同 11~12
頁)。 
堀尾は、「第一次安倍政権の失脚後、民主党の政権

下で、野にあった自民党は教育再生実行本部(本部長

下村博文)を設け、教育再生のための改革案づくりに

取り組むが、その提案(2012 年 11 月 21 日)を受けて、

第二次安倍政権は教育再生実行会議を設け、実行本

部案と同趣旨の提言をまとめ(13 年 4 月 15 日)、文科

大臣となった下村博文氏がそれを中教審に諮問、中

教審は政府の意向を尊重する答申を出す(13 年 12 月

13 日)。政府はそれを下に、与党間で協議し法案を作

成し国会の審議に付すというプロセスで事態は進行

している。」とした上で、「いまや、中央教育審議会は

政党の教育政策への介入の隠れ蓑となっており、識

者による教育のあり方を審議する場の体をなしてな

いといわざるをえない。」と指摘している(堀尾 2014 
6~7 頁)。 

谷口は、第二次安倍政権はそれまでの政権とは違

い、「政策の実行体制が強力な『中央集権』かつ『総

動員』型になって」おり、教育政策に関して言えば、

「内閣設置の教育再生実行会議、産業競争力会議が

政策を主導しつつ、自民党の教育再生実行本部、文科

省、経産省、財務省がそれを推進している。」と整理

している(谷口 2015 186~187 頁)。 
そして佐貫も、「首相の『私的諮問機関』などを設

置し、首相や内閣の意図する教育政策についての提

言を出させるという方法」がとられ、「自民党の中に

首相のイニシャティブで『教育再生実行本部』を置き、

その提言を教育再生実行会議(2013 年~)が受け、ほと

んどその内容を引き受けさせる形で中央教育審議会

の答申が出されていくような事態が生れている。」と

指摘している(佐貫 2015a  8 頁)。 
この他に、藤田(2014)、坂野(2015)、髙橋(2015a)、

岡本(2016)、下野(2019)、森(2020)等、上記と同様の見

解が非常に多く示されている 4・5。 
 以上のように、教育学を中心とした教育政策研究

では、第二次安倍政権の教育改革の政策形成過程全

般に関して、自民党総裁直属の実行本部や閣議決定

で設置された実行会議を中心とした官邸主導のトッ

プダウンによる政策形成・決定が行われているとい

う評価が一般的であり 6、その中で文科省や中教審が

その政策決定を引き継いで具体的検討を行い政策実

施に移していると指摘する見解も多く見られる。 
 では、第二次安倍政権における教育改革の個別事

例に関してはいかなる政策形成過程の分析が行われ

てきたのだろうか。以下、第 3 章で道徳の「特別の教

科」化、第 4 章で教育委員会制度改革、第 5 章で大

学のガバナンス改革を取り上げ、各々の政策形成過

程を分析した先行研究を中心にレビューしていく。 
 
3. 道徳の「特別の教科」化 
 
3-1. 改革の概要 
 道徳の「特別の教科」化は、2015 年 3 月の小・中

学校学習指導要領の一部改訂等によって定められ、

これにより、小学校で 2018 年度から、中学校で 2019
年度から、教科としての道徳が全面実施された。この

「道徳の時間」から「特別の教科」への変更により、
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検定教科書の使用や記述式による成績評価が行われ

る等、教科に近い学習活動を展開していくこととな

った。 
 そもそも、日本はこれまで道徳教育を拡充するこ

とには否定的態度をとっていた。それは修身が軍国

主義を支えた教育であるといった反省に基づく。そ

のような背景を持つ道徳が教科化されるに至った契

機として、教育改革国民会議による報告「教育を変え

る 17 の提言」(2000 年)がある。その後、第一次安倍

政権において教科化が再び検討されながらも見送ら

れたが、第二次安倍政権の発足後に、実行会議の「い

じめの問題等への対応について(第一次提言)」(2013
年)で教科化が提言された後、中教審答申「道徳に係

る教育課程の改善等について」(2014 年)で正式に教

科化が決定された。今回の導入の主な背景として、い

じめ問題への対応や道徳教育の形骸化、グローバル

化や科学技術の発展といった社会・経済の変化の中

で高い倫理観や多様な価値観の認識、他者との協働

等の資質・能力を育成する必要性が挙げられている

(教育再生実行会議 2013a 1~2 頁、道徳教育の充実

に関する懇談会 2013 2~3 頁、中央教育審議会 

2014 2 頁)。 
 
3-2. 政策形成過程に関する先行研究 

 道徳の教科化の政策形成過程は、以下のように論

じられている。道徳教育の充実・教科化は、安倍前首

相念願の教育政策の一つで、第一次安倍政権で設置

された教育再生会議で実現に向け取り組まれていた。

しかし、中教審や文科省が、検定教科書や成績評価に

懸念を示したことにより実現に至らなかった。その

後、第二次安倍政権では、2011 年に発生した大津い

じめ自殺事件をきっかけに、いじめ問題の解決策と

して道徳教育の充実に関する議論が再燃した。これ

も後押しとなり、教育再生実行会議の第一次提言か

ら道徳の教科化は盛り込まれ、その後文科省に設置

された「道徳教育の充実に関する懇談会」(懇談会)で
の議論を経たのち、2014 年の中教審答申をもって第

一次安倍政権では叶わなかった教科化が実現した、

というもので、主に第一次安倍政権からの流れを踏

まえて論じるものである。例えば林(2015)、岩間(2016)、
嶺井(2016）、助川(2017)、本田(2018)らの研究がこれに

あたる。一方村上純(2015)は、教科化が実現しなかっ

た第一次安倍政権の教育再生会議における議論を分

析した上で、第一に、所信表明演説や教育再生会議の

第一次提言においては教科化を明言していないこと

を根拠に、安倍前首相は第一次政権発足当初は教科

化に強い意向があったわけではないこと、第二に、第

一次安倍政権では教科化に至らなかったが、これは

計画の頓挫というよりも、2008 年の学習指導要領改

訂において道徳教育改革が実現された点で、目的は

果たされていたことを指摘している。 
 上記のような分析に加え、以下の論者は、道徳教育

の充実・教科化について第一次・第二次安倍政権以前

からの流れにも言及している。例えば塩津(2016)は、

小渕恵三前首相によって設置された私的諮問機関で

ある教育改革国民会議を道徳の教科化に関する議論

の発端とする。同会議は「教育を変える 17 の提案」

の中で、「学校は道徳を教えることをためらわない」

を提言している。また田口(2014)は、教科化に向けて

は上述のような流れの中で近年改革が急速に進めら

れたとした上で、終戦直後の記録から、学校教育にお

ける道徳教育の扱いに関する議論を整理している。

また谷田(2014)、鈴木(2017)は、明治期の修身から教

科化に至るまでの変遷を、谷合(2018)は、道徳が開始

された 1958 年の学習指導要領から、教科化に至るま

での変遷をまとめている。 
 そして以下の論者は、戦後まもなくからの議論を

根拠に、今回の教科化を強い政治主導による改革と

して捉えることに異議を唱える。例えば、前述の懇談

会の委員である押谷は、「戦後の学校教育改革におい

て、最も議論されてきたのが道徳教育である」(押谷 

2015 6 頁)と、安倍政権で突発的に発生した案件で

はなく、戦後まもなくから長い間目指されてきた改

革であったことを強調する。また、押谷同様懇談会の

委員(副座長)でもある貝塚も、道徳の教科化は、1950
年の天野貞祐文科大臣の「修身科」復活提言に端を発

する「60 年越しの『旧くて新しい』歴史的な課題」 
(貝塚 2013 33 頁) であることや、「文部行政及び

中央教育審議会が道徳教育の充実に反対であったわ

けではない」(貝塚 2019 140 頁)と文部省や中教審

は教科書検定や採点の難しさに懸念を示していただ

けで教科化に概ね賛成していたと説明している。 
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検定教科書の使用や記述式による成績評価が行われ

る等、教科に近い学習活動を展開していくこととな

った。 
 そもそも、日本はこれまで道徳教育を拡充するこ

とには否定的態度をとっていた。それは修身が軍国

主義を支えた教育であるといった反省に基づく。そ

のような背景を持つ道徳が教科化されるに至った契

機として、教育改革国民会議による報告「教育を変え

る 17 の提言」(2000 年)がある。その後、第一次安倍

政権において教科化が再び検討されながらも見送ら

れたが、第二次安倍政権の発足後に、実行会議の「い

じめの問題等への対応について(第一次提言)」(2013
年)で教科化が提言された後、中教審答申「道徳に係

る教育課程の改善等について」(2014 年)で正式に教

科化が決定された。今回の導入の主な背景として、い

じめ問題への対応や道徳教育の形骸化、グローバル

化や科学技術の発展といった社会・経済の変化の中

で高い倫理観や多様な価値観の認識、他者との協働

等の資質・能力を育成する必要性が挙げられている

(教育再生実行会議 2013a 1~2 頁、道徳教育の充実

に関する懇談会 2013 2~3 頁、中央教育審議会 

2014 2 頁)。 
 
3-2. 政策形成過程に関する先行研究 

 道徳の教科化の政策形成過程は、以下のように論

じられている。道徳教育の充実・教科化は、安倍前首

相念願の教育政策の一つで、第一次安倍政権で設置

された教育再生会議で実現に向け取り組まれていた。

しかし、中教審や文科省が、検定教科書や成績評価に

懸念を示したことにより実現に至らなかった。その

後、第二次安倍政権では、2011 年に発生した大津い

じめ自殺事件をきっかけに、いじめ問題の解決策と

して道徳教育の充実に関する議論が再燃した。これ

も後押しとなり、教育再生実行会議の第一次提言か

ら道徳の教科化は盛り込まれ、その後文科省に設置

された「道徳教育の充実に関する懇談会」(懇談会)で
の議論を経たのち、2014 年の中教審答申をもって第

一次安倍政権では叶わなかった教科化が実現した、

というもので、主に第一次安倍政権からの流れを踏

まえて論じるものである。例えば林(2015)、岩間(2016)、
嶺井(2016）、助川(2017)、本田(2018)らの研究がこれに

あたる。一方村上純(2015)は、教科化が実現しなかっ

た第一次安倍政権の教育再生会議における議論を分

析した上で、第一に、所信表明演説や教育再生会議の

第一次提言においては教科化を明言していないこと

を根拠に、安倍前首相は第一次政権発足当初は教科

化に強い意向があったわけではないこと、第二に、第

一次安倍政権では教科化に至らなかったが、これは

計画の頓挫というよりも、2008 年の学習指導要領改

訂において道徳教育改革が実現された点で、目的は

果たされていたことを指摘している。 
 上記のような分析に加え、以下の論者は、道徳教育

の充実・教科化について第一次・第二次安倍政権以前

からの流れにも言及している。例えば塩津(2016)は、

小渕恵三前首相によって設置された私的諮問機関で

ある教育改革国民会議を道徳の教科化に関する議論

の発端とする。同会議は「教育を変える 17 の提案」

の中で、「学校は道徳を教えることをためらわない」

を提言している。また田口(2014)は、教科化に向けて

は上述のような流れの中で近年改革が急速に進めら

れたとした上で、終戦直後の記録から、学校教育にお

ける道徳教育の扱いに関する議論を整理している。

また谷田(2014)、鈴木(2017)は、明治期の修身から教

科化に至るまでの変遷を、谷合(2018)は、道徳が開始

された 1958 年の学習指導要領から、教科化に至るま

での変遷をまとめている。 
 そして以下の論者は、戦後まもなくからの議論を

根拠に、今回の教科化を強い政治主導による改革と

して捉えることに異議を唱える。例えば、前述の懇談

会の委員である押谷は、「戦後の学校教育改革におい

て、最も議論されてきたのが道徳教育である」(押谷 

2015 6 頁)と、安倍政権で突発的に発生した案件で

はなく、戦後まもなくから長い間目指されてきた改

革であったことを強調する。また、押谷同様懇談会の

委員(副座長)でもある貝塚も、道徳の教科化は、1950
年の天野貞祐文科大臣の「修身科」復活提言に端を発

する「60 年越しの『旧くて新しい』歴史的な課題」 
(貝塚 2013 33 頁) であることや、「文部行政及び

中央教育審議会が道徳教育の充実に反対であったわ

けではない」(貝塚 2019 140 頁)と文部省や中教審

は教科書検定や採点の難しさに懸念を示していただ

けで教科化に概ね賛成していたと説明している。 

5 
第二次安倍政権における教育改革の政策形成過程に関する研究動向 

 一方橋迫(2018)は、貝塚の主張に対して、「貝塚の

いう歴史的経緯は確かにその通りだが、そこからた

だちに道徳の教科化が広く国民共通の課題であると

か、教育界で広く共有されている願望であるなどと

決めつけることはでき」ず、「『60 年越しの課題』と

して受け止められているのは、ある特定の人びとに

おいてであるにすぎない。にもかかわらず、それがあ

たかも国民ないし教育界において共通に認識されて

いるかのように論じているところに、まず、大きな問

題がある」と述べ(橋迫 2018 11 頁)、教科化におけ

る政治主導的側面を指摘する。 
 この他に、江口(2016)や勝田(2021)は、道徳の教科

化を決定した首相の私的諮問機関の性質に着目し、

教科化の政策過程について論じている。江口(2016)は、

第一に、道徳の教科化が文科省における検討を十分

に経ず、首相の私的諮問機関の主導により進められ

た改革であるということ、第二に、道徳の教科化を提

言した会議の構成員の意見に偏りがあったことを明

らかにしている。また議論の場においては、教科化の

効果については十分検討されず、構成員の個人的で

主観的な発言が目立ち、懐古主義的であったとも述

べている。勝田(2021)は、教育改革国民会議、教育再

生会議、教育再生実行会議の性質を比較し、教科化の

実現に至る過程の分析を行っている。それによれば、

実行会議はそれまでの二つの会議と異なり、教育基

本法が改正され十年程度経過し、それが安定してお

り、また民主党との政策の違いを前面に出す必要か

ら、保守層が関心を寄せる道徳の教科化に傾注して

いたという。また、これまでの先行研究の知見同様、

会議では、専門性に欠く議論がなされており、政治的

リーダーの主導性が発揮されていたとも指摘してい

る。またその他の研究として天笠(2019)は、平成 29 年

告示の学習指導要領について検討をはかる機関とし

て設置された教育課程企画特別部会では、道徳の教

科化はすでに既定路線とされており、議題として議

論されることはなかったことを指摘している。 
 以上を踏まえると、道徳の教科化の政策形成過程

に関する先行研究では、その歴史的経緯を時系列に

沿ってまとめる分析が中心であり、その中で今回の

教科化が第二次安倍政権という政治的要因によって

果たされた側面が大きいのか、あるいはそれ以前か

ら教科化の政策的流れが存在していたことが重要な

要因だったのかという点で評価が分かれていると言

える。今後はこの点について更に分析を進めること

が課題だと考えられる。 
 
3-3. その他の先行研究 

 以上のような政策形成過程の分析に比べ、道徳の

教科化に関してはその改革内容や学校現場への影響

に着目した研究が非常に多い。その動向を以下簡単

にまとめると、第一に、学習指導要領等を基に改革内

容を確認した上で、今後の道徳教育のあり方や期待・

課題等を考察する研究があり、これには岡田(2015)、
塩津(2016)、平田(2016)、石寺(2019)、川原(2019)等が

挙げられる。その中で、佐貫(2015b)や佐藤(2017) 7、

本田(2018)等は、改革の背後にある政治的意図や国家

主義の危険性を指摘する等、改革を批判的に捉えて

いる。第二に、教科化に伴う授業内容や教員による指

導方法の構想、また授業の実践例の紹介からそれら

の在り方を考察する研究があり、例えば、高橋(2016)、
長谷(2016)、渡邉・岩尾(2016)、鹿瀬・嶌田・渡辺・

加藤・小橋(2018)、中山(2018)、橋崎・板橋・梶尾・

後藤(2019)、田中(2020)、山田真・杉本・山田浩・小

路(2020)等が主に挙げられる。この中では、小笠原

(2018)のように、教科化に伴う大学の教員養成課程に

おける道徳教育の指導法の改善の方向性に関する考

察も見られる。第三に、道徳の検定教科書や教材の内

容分析、教材・評価方法の開発に関する研究があり、

例として小川(2018)、白尾(2018)、假屋園・赤崎(2019)、
三田村(2019)、村末(2019)が挙げられる 8。 
 以上整理してきた通り、道徳の教科化に関しては、

改革によって変化した教育内容やその問題点、授業

実践・指導方法、教科書の評価、教材開発といった、

改革後の制度内容と実施過程に焦点を当てた分析が

中心的に行われていると言うことができる。 
 
4. 教育委員会制度改革 
 
4-1. 改革の概要 
 教育委員会制度改革として本稿が扱うのは、2014
年の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(以
下、「地教行法」)の改正 9である。以下ではまず本改
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正の概要を要略する 10。 
 主たる改正点の第一は新「教育長」の誕生である。

2014 年以前の制度では、首長が議会の同意を得て教

育委員を任命し(非常勤、任期 4 年)、委員の互選で選

ばれた教育委員長(任期 1 年)が教育委員会を代表し

た。また委員長を除いた教育委員のうち 1 名は教育

長(常勤、任期 4 年)を兼ねた。教育長は手続き上、委

員の互選により教育委員会が任命することになって

いたが、実際には教育委員の議会同意に先立ち、首長

が事前に誰が教育長を兼ねるかを決めた上で議会に

人事案を提出していた。さらに、日常の実務は教育長

が統括する事務局が担い、教育委員会の教育長に対

する指揮監督権の下、教育委員会の決定を教育長と

事務局が執行するという役割分担がとられた。これ

に対し、本改正によって教育委員長と教育長が一本

化され、常勤の新「教育長」が設置された。その任免

については、議会の同意を得て首長が行うとされ、首

長の任期中に一度は教育長を任命できるよう、その

任期は 3 年とされた(教育委員は従来通り 4 年のま

ま)。また教育長が教育委員会の代表者となったこと

から、教育委員会の教育長に対する指揮監督権につ

いては削除された。 
 第二の改正点は、総合教育会議の設置と大綱の策

定である。従来も、首長は予算編成や教育委員の任命

等を通じて教育行政への一定の影響力を発揮してき

たが、教育行政に対する公的な意見表明や、教育委員

会との意見交換や調整の場が設けられてはこず、教

育行政の基本的方針を策定する権限についても法律

上は教育委員会にあると解されてきた。これに対し

本改正により、教育行政の基本的方針である大綱を

策定する権限は首長が有することとなった。また、こ

の大綱や教育の条件整備といった重点的に講ずべき

施策、及び緊急の場合に講ずべき措置について、首長

と教育委員会が協議・調整を行う場として、総合教育

会議が設置された。これにより、首長の意見を教育行

政に反映する公的な仕組みが設けられることとなっ

た。 
 なお本改正において、以下の二点については従来

通りとされた。すなわち、第一に教育委員会が執行機

関として教育行政に関する事務の執行権を有するも

のとされ、第二に教育委員会と首長の職務権限の線

引きについても、以上に取り上げた以外は従来通り

とされた。これにより、首長への権限集中は引き続き

避けられることとなった。 
 以上のような本改正は、教育委員会内部の教育長

の役割と、その外部の首長と教育委員会との関係と

に関わるものであると言え、従来の仕組みに比して

教育行政の責任の明確化を図るものであったとされ

る一方、執行権や職務権限については従来通りとさ

れたように、教育行政の政治的中立性、安定性、継続

性については維持すべきとの考え方がとられたと総

括できる。 
 
4-2. 政策形成過程に関する先行研究 

 教育委員会制度改革の政策形成過程に関しては、

主に実行会議の「教育委員会制度等の在り方につい

て(第二次提言)」(2013 年)から、それを受けた中教審

での審議と答申「今後の地方教育行政の在り方につ

いて」(2013 年)の発表、そして与党協議と国会審議を

経て2014年に地教行法が改正されるまでの経緯を時

系列に沿って整理する、またはいずれかの段階に焦

点を当て検討内容をまとめる分析が中心である。こ

うした研究として、改正の経緯全体をまとめている

大西(2014)、東田(2015)、山沢(2015)、林(2017)を始め、

主に実行会議の提言から中教審による提言までの経

過を整理した古田(2014)、中教審での検討内容を中心

にまとめた小川(2015)、国会における審議経過(議論

の要点や内閣提出法律案・議員提出法律案の内容等)
に焦点を当ててその概要を説明した今村(2014)や髙

橋・田中(2014)、そして改革の担当局長として当時を

振り返り、特に中教審提言後にどのような各与党内・

与党間協議が行われた結果現行の改革案に落ち着い

たかを中心に説明した前川(2018)が挙げられる 11。 
 こうした改革の経緯を振り返る中で、例えば東田

は「文科省―都道府県教育委員会―市町村教育委員

会のヒエラルキーを守ろうとするベクトルは、中教

審中間報告から正式答申に至る過程で動きが始まり、

正式答申が与党主導で教育委員会寄りの政府案に変

質していく過程で本格的に動いたと筆者はみてい

る。」とした上で、「ヒエラルキーを守ろうとするベク

トルが動いて成果を出すことができたのは、義務教

育の分野における国による統一性や公平性を重要視
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正の概要を要略する 10。 
 主たる改正点の第一は新「教育長」の誕生である。

2014 年以前の制度では、首長が議会の同意を得て教

育委員を任命し(非常勤、任期 4 年)、委員の互選で選

ばれた教育委員長(任期 1 年)が教育委員会を代表し

た。また委員長を除いた教育委員のうち 1 名は教育

長(常勤、任期 4 年)を兼ねた。教育長は手続き上、委

員の互選により教育委員会が任命することになって

いたが、実際には教育委員の議会同意に先立ち、首長

が事前に誰が教育長を兼ねるかを決めた上で議会に

人事案を提出していた。さらに、日常の実務は教育長

が統括する事務局が担い、教育委員会の教育長に対

する指揮監督権の下、教育委員会の決定を教育長と

事務局が執行するという役割分担がとられた。これ

に対し、本改正によって教育委員長と教育長が一本

化され、常勤の新「教育長」が設置された。その任免

については、議会の同意を得て首長が行うとされ、首

長の任期中に一度は教育長を任命できるよう、その

任期は 3 年とされた(教育委員は従来通り 4 年のま

ま)。また教育長が教育委員会の代表者となったこと

から、教育委員会の教育長に対する指揮監督権につ

いては削除された。 
 第二の改正点は、総合教育会議の設置と大綱の策

定である。従来も、首長は予算編成や教育委員の任命

等を通じて教育行政への一定の影響力を発揮してき

たが、教育行政に対する公的な意見表明や、教育委員

会との意見交換や調整の場が設けられてはこず、教

育行政の基本的方針を策定する権限についても法律

上は教育委員会にあると解されてきた。これに対し

本改正により、教育行政の基本的方針である大綱を

策定する権限は首長が有することとなった。また、こ

の大綱や教育の条件整備といった重点的に講ずべき

施策、及び緊急の場合に講ずべき措置について、首長

と教育委員会が協議・調整を行う場として、総合教育

会議が設置された。これにより、首長の意見を教育行

政に反映する公的な仕組みが設けられることとなっ

た。 
 なお本改正において、以下の二点については従来

通りとされた。すなわち、第一に教育委員会が執行機

関として教育行政に関する事務の執行権を有するも

のとされ、第二に教育委員会と首長の職務権限の線

引きについても、以上に取り上げた以外は従来通り

とされた。これにより、首長への権限集中は引き続き

避けられることとなった。 
 以上のような本改正は、教育委員会内部の教育長

の役割と、その外部の首長と教育委員会との関係と

に関わるものであると言え、従来の仕組みに比して

教育行政の責任の明確化を図るものであったとされ

る一方、執行権や職務権限については従来通りとさ

れたように、教育行政の政治的中立性、安定性、継続

性については維持すべきとの考え方がとられたと総

括できる。 
 
4-2. 政策形成過程に関する先行研究 

 教育委員会制度改革の政策形成過程に関しては、

主に実行会議の「教育委員会制度等の在り方につい

て(第二次提言)」(2013 年)から、それを受けた中教審

での審議と答申「今後の地方教育行政の在り方につ

いて」(2013 年)の発表、そして与党協議と国会審議を

経て2014年に地教行法が改正されるまでの経緯を時

系列に沿って整理する、またはいずれかの段階に焦

点を当て検討内容をまとめる分析が中心である。こ

うした研究として、改正の経緯全体をまとめている

大西(2014)、東田(2015)、山沢(2015)、林(2017)を始め、

主に実行会議の提言から中教審による提言までの経

過を整理した古田(2014)、中教審での検討内容を中心

にまとめた小川(2015)、国会における審議経過(議論

の要点や内閣提出法律案・議員提出法律案の内容等)
に焦点を当ててその概要を説明した今村(2014)や髙

橋・田中(2014)、そして改革の担当局長として当時を

振り返り、特に中教審提言後にどのような各与党内・

与党間協議が行われた結果現行の改革案に落ち着い

たかを中心に説明した前川(2018)が挙げられる 11。 
 こうした改革の経緯を振り返る中で、例えば東田

は「文科省―都道府県教育委員会―市町村教育委員

会のヒエラルキーを守ろうとするベクトルは、中教

審中間報告から正式答申に至る過程で動きが始まり、

正式答申が与党主導で教育委員会寄りの政府案に変

質していく過程で本格的に動いたと筆者はみてい

る。」とした上で、「ヒエラルキーを守ろうとするベク

トルが動いて成果を出すことができたのは、義務教

育の分野における国による統一性や公平性を重要視
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し、反対に地方の首長による教育への介入を警戒す

るマスコミや国民が声をあげたために勇気づけられ

たからであろう。」と指摘している(東田 2015 127
頁)。  
また大西は、「教育委員会制度のあり方に対するイ

ニシアティブを教育再生実行会議がとるのか、中教

審がとるのかという問題がある」が、「今回の教育委

員会制度見直しの契機となった平成23年 10月 11日
の大津いじめ自殺問題における教育委員会の対応の

拙さからくる国民の不信感を考えると、どうしても

政治主導として構成されている教育再生実行会議が

教育委員会制度のあり方を決するうえで発信力が強

まったといえる。」と論じている(大西 2014 125頁)。 
更に村上は、中教審での審議内容に焦点を当てな

がら、実行会議の第二次提言から与党協議に至る改

革の経緯を概観している。そして、中教審での議論が

最終的に決定された改革案にどう活かされたのかと

いう点を検証した結果、「中教審答申が全く意味を持

たなかったわけではない。」と指摘している(村上 

2015a 11 頁)。具体的には、「教育長と教育委員長の

一本化は中教審の審議で言及され答申にも実は記載

されていた」点や、「教育長の任期短縮や首長による

大綱の策定は中教審でA 案とB 案 12がせめぎ合い鋭

く対立する中、両者の歩み寄りを図ろうとする議論

から生み出されたアイデアであった」点を踏まえ、

「中教審での議論が教育委員会制度をぎりぎりのと

ころで存続するうえで一定の役割を果たしたことを

示唆している。」と述べている(同 11 頁)。 
このように、政策形成過程における各アクターの

意図や力関係、審議の中で果たした役割といった点

に着目する分析も見られる。 
 その中で、以下のように政治学等で用いられる政

策過程の分析枠組みを援用しながら、教育委員会制

度改革の政策形成過程を考察する分析も見られる。 
 元兼(2014)は、中教審の答申で併記されたA 案とB
案について、A 案を推進する下村文科大臣や日本維

新の会に対し、政策変更においてその同意が不可欠

なアクターである「拒否権プレイヤー13」という政治

学の分析概念を示し、公明党や自民党文教族が拒否

権プレイヤーとして役割を果たした点を指摘してい

る。そうした中、与党協議ではB 案に傾きつつA 案

との妥協を図るために、首長が主宰し首長と教育委

員で構成される総合教育会議というアイデアが生み

出され法制化に至ったと指摘している 14。 
 また青木(2015)は、第 4 節「『評判』低下への対応

としての専門性強化」以降で、2000 年代以降の二つ

の時期に発生したいじめ自死事案に着目し、それら

に対して、前者では教育三法改正、後者では地教行法

改正という改革がなされた経緯を整理している。そ

の上で、今回の教育委員会制度改革が行われた要因

を、政策過程分析の枠組みである「政策の窓」モデル
15の考え方を基に考察している。具体的には、教育委

員会や学校によるいじめ自死の隠蔽が問題視される

ようになるという「問題の流れ」、文科省や教育委員

会がスクールカウンセラーのような専門職や警察等

の他機関との連携による総合的な専門性強化を提案

するようになった「政策の流れ」、そして首相・首長

がいじめ自死の隠蔽事件に介入することにより地方

教育行政組織改革が議論されるようになり、その中

で教育委員会制度の見直しが提起されるようになっ

た「政治の流れ」という三つの流れが存在しており、

そのタイミングで教育改革に強い関心を持つ第一

次・第二次安倍政権が改革を実行したと説明してい

る。 
 法改正までの経緯を時系列に沿って整理する論考

に加え、上記二つの研究のように、政治学等で用いら

れる政策過程の分析枠組みを援用しながら、教育委

員会制度改革の政策形成過程を考察する分析も見ら

れる。しかし、いずれも政策形成過程全体を概観する

に止まる傾向にあるため、そのプロセスに登場する

各審議会・アクター内部の議論をより詳細に検討す

る等、政策形成過程の分析を精緻化していくことが

重要だと言えよう 16。 
 
4-3. その他の先行研究 

 以上のような政策形成過程の分析に比して、教育

委員会制度改革についてはその改革内容や改革後の

状況を検討した研究が膨大に存在する。一連の研究

を網羅することは本旨を外れるため大まかな動向を

簡単に述べると、第一に改革内容の概説と評価、及び

取り残された課題の記述に主眼を置く研究があり、

村上(2014b;2014c)、大畠(2014;2018)、川上(2014)、寺
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島(2015)、佐藤晴(2018)等が存在する。改革内容につ

いては 4-1 に述べた内容と大差ないため省略するが、

今次改革では取り組まれなかった課題として、教育

行政職員の能力・専門性の向上に関する施策を取り

上げるものが多い 17。 
 また第二に、改革後の運用実態や帰結・影響の検討

に主眼を置く研究が存在する。このうち、法改正当初

の予想という形で論じたものに、仲田(2014)、篠原

(2014)、辻村(2014)、島田(2014)、雪丸(2014)、内山(2014)、
中嶋(2014)、門脇(2014)等が挙げられる。これらの研

究は、新「教育長」や首長、国といったアクターの影

響力が教育行政に及ぼす影響がどの程度変化するか、

また総合教育会議がどのように運用されるのかとい

った点に着目し、前者について多くの研究は影響力

増大の懸念を示している。 
 これらに対し、ある程度の時間を経てから、具体的

な自治体レベルでの運用実態を見たものとして佐藤

晴(2018)、神奈川県教育委員会(2018)、葉養(2018)、高

部(2018)、山本(2018)等がある。これらの論考では、

制度改革による運用面での変化はほとんどなかった

との評価が体勢を占めている。また、新制度下の運用

実態とこれに対する首長・教育長の評価及び認識に

関する質問紙調査も行われており、本田(2016)、坪井・

伊東(2019)、廣谷・青木(2019)、村上・本田・小川(2019)
等がある。このうち三重県内の市町村教育長を対象

に調査を行った坪井・伊東(2019)によれば、多くの教

育長は改革後も教育行政に対する国・県の影響力や

教育政策に変化を感じていないものの、首長の影響

力についてはやや大きくなったと感じているという。

また村上他(2019)によれば、概して首長・教育長の新

制度に対する評価は肯定的であるものの、大規模自

治体の首長の方が改革を評価し、また改革による変

化についてもより大きいと認識しているとする。ま

た廣谷・青木(2019)は制度以降前後に首長に対する調

査を行い結果の比較を通して、首長の意向が新教育

委員会の運用にどの程度反映されたかを検討してい

る。以上に加え、東京都の区市町村別いじめ認知件数

のデータを用いて新教育委員会体制への移行がいじ

めの認知件数に与える効果を検証した研究に田中・

別所・両角(2019)が存在する。このように、教育委員

会制度の運用実態や帰結については、調査を伴う実

証研究も含めて非常に多くの研究が取り組まれつつ

ある。 
 以上整理した通り、教育委員会制度改革に対して

は、改革内容の評価・検討や改革後の運用実態及び帰

結・影響を主たる関心として研究が蓄積されてきた

と言える。 
 
5.大学のガバナンス改革 

 
5-1. 改革の概要 

 本事例は、学校教育法のうち副学長・教授会に関係

する部分、国立大学法人法のうち経営協議会・教育研

究評議会、また学長の選考に関係する部分について、

学長のリーダーシップの確立等の観点から改正が行

われたものである。以下、法改正が行われた部分とそ

の趣旨を簡単に述べておく 18。 

 

5-1-1. 学校教育法の改正 

 学校教育法に関しては、副学長と教授会に関係す

る部分の改正が行われた。まず、副学長の役割に関し

ては、「学長の職務を助ける」が「学長を助け、命を

受けて校務をつかさどる」と改正された(第 92 条第 4
項)。これにより、「学長を補佐するのみならず、学長

から指示を受けた範囲の校務について自らの権限で

処理することができる」ようになった。なお、学長の

権限に関しては、改正は行われていない。 
 次に教授会については、「重要な事項を審議するた

め、教授会を置かなければならない」とされていたも

のが、「大学に、教授会を置く」とされた(第 93 条第

1 項)。ただし、これまでと同様に必置の機関である

ことに変更はない。加えて、教授会の役割の明確化の

ため、次の二項が新しく設けられた。まず、第 2 項と

して、「教授会は、学長が次に掲げる事項について決

定を行うに当たり意見を述べるものとする。(一)学生

の入学、卒業及び課程の修了(二)学位の授与(三)前二

号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事

項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして

学長が定めるもの」と定められた。そして、第 3 項と

して、「教授会は、前項に規定するもののほか、学長

及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(以下

この項において「学長等」という。)がつかさどる教
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島(2015)、佐藤晴(2018)等が存在する。改革内容につ

いては 4-1 に述べた内容と大差ないため省略するが、

今次改革では取り組まれなかった課題として、教育

行政職員の能力・専門性の向上に関する施策を取り

上げるものが多い 17。 
 また第二に、改革後の運用実態や帰結・影響の検討

に主眼を置く研究が存在する。このうち、法改正当初

の予想という形で論じたものに、仲田(2014)、篠原

(2014)、辻村(2014)、島田(2014)、雪丸(2014)、内山(2014)、
中嶋(2014)、門脇(2014)等が挙げられる。これらの研

究は、新「教育長」や首長、国といったアクターの影

響力が教育行政に及ぼす影響がどの程度変化するか、

また総合教育会議がどのように運用されるのかとい

った点に着目し、前者について多くの研究は影響力

増大の懸念を示している。 
 これらに対し、ある程度の時間を経てから、具体的

な自治体レベルでの運用実態を見たものとして佐藤

晴(2018)、神奈川県教育委員会(2018)、葉養(2018)、高

部(2018)、山本(2018)等がある。これらの論考では、

制度改革による運用面での変化はほとんどなかった

との評価が体勢を占めている。また、新制度下の運用

実態とこれに対する首長・教育長の評価及び認識に

関する質問紙調査も行われており、本田(2016)、坪井・

伊東(2019)、廣谷・青木(2019)、村上・本田・小川(2019)
等がある。このうち三重県内の市町村教育長を対象

に調査を行った坪井・伊東(2019)によれば、多くの教

育長は改革後も教育行政に対する国・県の影響力や

教育政策に変化を感じていないものの、首長の影響

力についてはやや大きくなったと感じているという。

また村上他(2019)によれば、概して首長・教育長の新

制度に対する評価は肯定的であるものの、大規模自

治体の首長の方が改革を評価し、また改革による変

化についてもより大きいと認識しているとする。ま

た廣谷・青木(2019)は制度以降前後に首長に対する調

査を行い結果の比較を通して、首長の意向が新教育

委員会の運用にどの程度反映されたかを検討してい

る。以上に加え、東京都の区市町村別いじめ認知件数

のデータを用いて新教育委員会体制への移行がいじ

めの認知件数に与える効果を検証した研究に田中・

別所・両角(2019)が存在する。このように、教育委員

会制度の運用実態や帰結については、調査を伴う実

証研究も含めて非常に多くの研究が取り組まれつつ

ある。 
 以上整理した通り、教育委員会制度改革に対して

は、改革内容の評価・検討や改革後の運用実態及び帰

結・影響を主たる関心として研究が蓄積されてきた

と言える。 
 
5.大学のガバナンス改革 

 
5-1. 改革の概要 

 本事例は、学校教育法のうち副学長・教授会に関係

する部分、国立大学法人法のうち経営協議会・教育研

究評議会、また学長の選考に関係する部分について、

学長のリーダーシップの確立等の観点から改正が行

われたものである。以下、法改正が行われた部分とそ

の趣旨を簡単に述べておく 18。 

 

5-1-1. 学校教育法の改正 

 学校教育法に関しては、副学長と教授会に関係す

る部分の改正が行われた。まず、副学長の役割に関し

ては、「学長の職務を助ける」が「学長を助け、命を

受けて校務をつかさどる」と改正された(第 92 条第 4
項)。これにより、「学長を補佐するのみならず、学長

から指示を受けた範囲の校務について自らの権限で

処理することができる」ようになった。なお、学長の

権限に関しては、改正は行われていない。 
 次に教授会については、「重要な事項を審議するた

め、教授会を置かなければならない」とされていたも

のが、「大学に、教授会を置く」とされた(第 93 条第

1 項)。ただし、これまでと同様に必置の機関である

ことに変更はない。加えて、教授会の役割の明確化の

ため、次の二項が新しく設けられた。まず、第 2 項と

して、「教授会は、学長が次に掲げる事項について決

定を行うに当たり意見を述べるものとする。(一)学生

の入学、卒業及び課程の修了(二)学位の授与(三)前二

号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事

項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして

学長が定めるもの」と定められた。そして、第 3 項と

して、「教授会は、前項に規定するもののほか、学長

及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(以下

この項において「学長等」という。)がつかさどる教
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育研究に関する事項について審議し、及び学長等の

求めに応じ、意見を述べることができる」とされた。

すなわち、教授会は意見を述べる義務が課された一

方、その役割は「教育研究に関する事項」に限定され

た。また、あくまで「決定」ではなく「審議」であり、

教授会の審議結果に拘束力はなく、教授会の意見を

聴くか否かに関しては学長に決定権があることが明

確化された(ただし、求めのない場合に意見を述べる

ことは差し支えないとされた)。 
 なお、法人化以前については、旧国立学校設置法に

おいて教授会の役割規定が設けられていたが、法人

化とともに同法が廃止され、国立大学法人法には教

授会の役割規定は特に設けられていなかった(田中・

佐藤・田原 2018 162~164、263~264 頁)。本改正で

は、通知の内容も含め、旧国立学校設置法における役

割規定の内容を概ね引き継ぐ形になっている。ただ

し、学生の在籍に関しては施行規則で一部変更が加

えられ、教育公務員特例法により認められていた学

部長選考や教員人事等の権限は同法廃止とともに無

くなっている。 
 

5-1-2. 国立大学法人法の改正 

 国立大学法人法に関しては、学長選考に関する改

正、経営協議会・教育研究協議会に関する委員の規

定の改正が行われた(本項では大学共同利用機関法人

に関する内容は省略する)。具体的には、第 12 条第

7 項で定められる学長選考の基準について、「学長選

考会議が定める基準により」という文言が追加され

た。そして、第 8 項が追加され、学長選考を行った

際には「選考の結果その他文部科学省令で定める事

項」を、学長選考会議が選考の基準を定めた際、ま

たは変更した際にはその基準を、「それぞれ遅滞な

く公表しなければならない」とされた。これら規定

の追加で学長選考の過程を透明化する一方、学長選

考会議が主体的に選考を行うべきことから、学内の

意向投票をそのまま反映させることや、過度に学内

の意見に偏ることは適切ではないとされた。 
 また、国立大学法人の経営に関する重要事項を審

議する機関として法人化の際に設置された経営協議

会については、学外委員(第 20 条第 2 項第 3 号＝当

該国立大学法人の役員又は職員以外の者で大学に関

し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条

第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学

長が任命するもの)の割合を「二分の一以上」にしな

ければならないと規定されていたものが、「過半数」

にしなければならないとされた(改正時第 20 条第 3
項、現第 4 項)。また、教育研究評議会に関しては、

上述した副学長のうち、教育研究に関する重要事項

に関する校務をつかさどる副学長(二人以上の場合は

学長が指名する者)を評議員とすることが規定された

(第 21 条第 3 項)。 
 
5-2. 政策形成過程に関する先行研究 

 本節では、以上のような大学のガバナンス改革の

政策形成過程を分析した研究を概観する。 
まず水元(2015)は、ガバナンス改革の政策過程に関

して、社会的な政策議論構築の過程及び構造の変化

とその影響を考察している。水元はガバナンス改革

に至るまでの時期を、法人化前(第一期)、法人化後(第
二期)、政権政党や経済界という強力な利益集団が政

策議論の方向性を決め始めた時期(第三期)、政策の具

体化・法案化に向けて動いた時期(第四期)、の四つに

区分した上で、特に 2011 年以降の第三期において、

大学はグローバル競争を勝ち抜く手段として政権・

経済界に位置づけられ、ガバナンスの改革が不可欠

とされていったとする。また分析から、ガバナンス改

革の政策過程では、議論を特定の利益集団が望む方

向に導く「誘導性」、反対意見も含めた議論をしたと

偽装する「偽装性」、自民党や経済団体といった「外

部」からの議論の過程に対する支配が見られ、政策議

論構築制度が脆弱になっていると指摘する。 
次に寺倉(2014)は、大学のガバナンスの現状と指摘

される問題点、第二次安倍政権下における法改正の

経緯、及び改正案を巡る論点を簡潔にまとめた論考

である。このうち政策過程に関する部分については、

ガバナンスに関する問題に対して経済界からの改善

要求が強く、経済同友会の提言があった後政府も検

討を開始し、民主党政権下の「大学改革実行プラン」

でガバナンス改革に言及、そして実行会議による第

三次提言でもガバナンス改革が盛り込まれたとする。

その後、「骨太の方針」「日本再興戦略」「第 2 期教育

振興基本計画」にも同様の内容が反映され、実行会議

81
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の提言を踏まえて中教審での検討がなされた後、改

正案が国会に提出され、法改正に至ったと解説して

いる。塩見(2015)も同様に法改正の背景や経緯、意義、

今後の課題を整理した論文であり、実行会議の第三

次提言、教育振興基本計画、日本再興戦略においてガ

バナンス改革が盛り込まれたことを背景に、中教審

での議論が行われたとしている 19。 
川島(2014)は、ガバナンス改革に至る過程を「大学

像の転換」という観点から再整理した論考である。川

島はガバナンス改革が、民主党政権下で策定された

「大学改革実行プラン」(2012 年)、政権交代後の「国

立大学改革プラン」(2013 年)の「実行と推進を可能・

容易ならしめるための政策的措置として位置づけら

れ、全てがその改革の連鎖に絡められていると言っ

ても過言ではない」とし(川島 2014 3 頁)、民主党

政権からの改革の連続性を指摘する。まず「大学改革

実行プラン」については、それまでにない政治主導で

決定された点、それまでにないスピード感と密度で

改革が提示されている点、日本社会の構造的課題を

解決するための大学外からの要求という面が極めて

大きい点(政権交代を経ても基本的な方向性は転換さ

れない点がこれを裏打ちするとしている)を特徴とし

て挙げた上で、「高等教育の構造と機能の再編成が求

められる」段階に入ったと指摘する(川島 2014 
4~9 頁)。続く第二次安倍政権では、同プランが「経

済界からの要求、与党の政策デザイン、教育政策全体

の中での位置づけと推進といった手続きの中で再定

位」され、「大学改革実行プラン」でも言及されてい

た「国立大学改革プラン」が策定されたとする。そこ

では政権交代という「政治的弾み」を基にして実行会

議が大きな影響力を持ち、政策展開の起点となった

と指摘している(川島 2014 10 頁)。以降は内容面

の分析が中心であるが、「ガバナンス論プロパーとし

て論じられているのではなく、この間の大学改革の

文脈が色濃く反映している」(川島 2014 12 頁)と
述べる等、大学に求められる機能の転換が一連の改

革をもたらしたとしている。 
また羽田(2019)は、大学の組織運営とガバナンスに

関する論考をまとめた著作であり、第五章で 2010 年

代以降の大学組織の改革全般に関する政策形成過程

を分析している 20。具体的には、2011 年に成立した

野田内閣では提言型行政仕分けが開始され、総合調

整に留まらない政策決定を行う国家戦略会議の設置

等、官邸主導による積極的な政策形成に乗り出し、大

学改革もその中で議論されたと述べる。また、2012 年

度の予算編成過程で財務省と文科省が大学改革に関

する合意を結んだこともあり、文科省内の大学改革

タスクフォースで検討された施策が「大学改革実行

プラン」に反映されたが、その中の大学組織改革に関

する内容は国家戦略会議での民間議員提言が引き金

になったと指摘する。その後の第二次安倍政権にお

いては、産業競争力強化のためのイノベーションを

目標として、産業競争力会議や実行会議が構想を示

し、文科省・中教審がそれを具体化する体制となった

と述べ、「日本再興戦略」や実行会議の第三次提言等

により構想が示された上で、「今後の国立大学の機能

強化に向けての考え方」や「国立大学改革プラン」に

おいて具体的な方針が提示されたことを指摘してい

る。そしてこれらの文書では、学長のリーダーシップ

の強化による組織改組が提示され、中教審における

検討及び法改正につながったとする。以上のような

2010 年代後半以降の大学組織改革の展開は、民主党

政権から第二次安倍政権に引き継がれたフレームワ

ークであると述べ(羽田 2019 99 頁)、川島等の論

考と同様に民主党政権からの連続性を指摘している。 
最後に南島(2015)は、戦後の大学政策における「管

理運営」の問題という背景にも言及した研究であり、

次いで第二次安倍政権におけるガバナンス改革の問

題点を指摘する中で、改革の実現に至るまでの過程

を分析している。南島は、大学の大衆化に伴って生じ

た大学紛争を契機に、教授会自治に代表される大学

の管理運営問題が表面化し、「四六答申」では既に

2014 年のガバナンス改革につながる方向性が見られ

ると指摘する。この流れは新構想大学の設置や大学

審議会の答申における組織運営体制に関する提言に

つながり、さらに小泉政権における法人化で、既に

「実質的な教授会権限については剥奪された格好」

となっていたとする(南島 2015 37 頁)。この蓄積

の上に、第二次安倍政権では「少子化への対応、効率

化のための行政改革、産業界からの要請、政治的イデ

オロギーといった諸要素が複雑に絡み合」った大学

改革が行われ(南島 2015 36~37 頁)、ガバナンス改
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の提言を踏まえて中教審での検討がなされた後、改

正案が国会に提出され、法改正に至ったと解説して

いる。塩見(2015)も同様に法改正の背景や経緯、意義、

今後の課題を整理した論文であり、実行会議の第三

次提言、教育振興基本計画、日本再興戦略においてガ

バナンス改革が盛り込まれたことを背景に、中教審

での議論が行われたとしている 19。 
川島(2014)は、ガバナンス改革に至る過程を「大学

像の転換」という観点から再整理した論考である。川

島はガバナンス改革が、民主党政権下で策定された

「大学改革実行プラン」(2012 年)、政権交代後の「国

立大学改革プラン」(2013 年)の「実行と推進を可能・

容易ならしめるための政策的措置として位置づけら

れ、全てがその改革の連鎖に絡められていると言っ

ても過言ではない」とし(川島 2014 3 頁)、民主党

政権からの改革の連続性を指摘する。まず「大学改革

実行プラン」については、それまでにない政治主導で

決定された点、それまでにないスピード感と密度で

改革が提示されている点、日本社会の構造的課題を

解決するための大学外からの要求という面が極めて

大きい点(政権交代を経ても基本的な方向性は転換さ

れない点がこれを裏打ちするとしている)を特徴とし

て挙げた上で、「高等教育の構造と機能の再編成が求

められる」段階に入ったと指摘する(川島 2014 
4~9 頁)。続く第二次安倍政権では、同プランが「経

済界からの要求、与党の政策デザイン、教育政策全体

の中での位置づけと推進といった手続きの中で再定

位」され、「大学改革実行プラン」でも言及されてい

た「国立大学改革プラン」が策定されたとする。そこ

では政権交代という「政治的弾み」を基にして実行会

議が大きな影響力を持ち、政策展開の起点となった

と指摘している(川島 2014 10 頁)。以降は内容面

の分析が中心であるが、「ガバナンス論プロパーとし

て論じられているのではなく、この間の大学改革の

文脈が色濃く反映している」(川島 2014 12 頁)と
述べる等、大学に求められる機能の転換が一連の改

革をもたらしたとしている。 
また羽田(2019)は、大学の組織運営とガバナンスに

関する論考をまとめた著作であり、第五章で 2010 年

代以降の大学組織の改革全般に関する政策形成過程

を分析している 20。具体的には、2011 年に成立した

野田内閣では提言型行政仕分けが開始され、総合調

整に留まらない政策決定を行う国家戦略会議の設置

等、官邸主導による積極的な政策形成に乗り出し、大

学改革もその中で議論されたと述べる。また、2012 年

度の予算編成過程で財務省と文科省が大学改革に関

する合意を結んだこともあり、文科省内の大学改革

タスクフォースで検討された施策が「大学改革実行

プラン」に反映されたが、その中の大学組織改革に関

する内容は国家戦略会議での民間議員提言が引き金

になったと指摘する。その後の第二次安倍政権にお

いては、産業競争力強化のためのイノベーションを

目標として、産業競争力会議や実行会議が構想を示

し、文科省・中教審がそれを具体化する体制となった

と述べ、「日本再興戦略」や実行会議の第三次提言等

により構想が示された上で、「今後の国立大学の機能

強化に向けての考え方」や「国立大学改革プラン」に

おいて具体的な方針が提示されたことを指摘してい

る。そしてこれらの文書では、学長のリーダーシップ

の強化による組織改組が提示され、中教審における

検討及び法改正につながったとする。以上のような

2010 年代後半以降の大学組織改革の展開は、民主党

政権から第二次安倍政権に引き継がれたフレームワ

ークであると述べ(羽田 2019 99 頁)、川島等の論

考と同様に民主党政権からの連続性を指摘している。 
最後に南島(2015)は、戦後の大学政策における「管

理運営」の問題という背景にも言及した研究であり、

次いで第二次安倍政権におけるガバナンス改革の問

題点を指摘する中で、改革の実現に至るまでの過程

を分析している。南島は、大学の大衆化に伴って生じ

た大学紛争を契機に、教授会自治に代表される大学

の管理運営問題が表面化し、「四六答申」では既に

2014 年のガバナンス改革につながる方向性が見られ

ると指摘する。この流れは新構想大学の設置や大学

審議会の答申における組織運営体制に関する提言に

つながり、さらに小泉政権における法人化で、既に

「実質的な教授会権限については剥奪された格好」

となっていたとする(南島 2015 37 頁)。この蓄積

の上に、第二次安倍政権では「少子化への対応、効率

化のための行政改革、産業界からの要請、政治的イデ

オロギーといった諸要素が複雑に絡み合」った大学

改革が行われ(南島 2015 36~37 頁)、ガバナンス改
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革については、実行会議の第三次提言と、経済界(経
団連・経済同友会)の意見書が基になって改革が実現

したとする。 
以上の先行研究をまとめれば、2004 年の法人化前

より大学の管理運営問題として取り上げられ、法人

化によって学長の権限強化が行われたという背景の

下、経団連・経済同友会といった経済団体の大学に対

する強い改革要求や、民主党政権・第二次安倍政権の

政治・官邸主導によって今次の改革が実現したと分

析される傾向にあると言え、挙げられる要因は概ね

一致している。ただ、先行研究によっては改革への批

判的視点から経済界や政府の影響力を過度に重視し

ているように思われる。それらが果たしてどの程度

重要であったのか(例えば経済同友会の提言)は今後

より詳細な政策形成過程の分析を行って検証する必

要があると考えられる。 
 
5-3. その他の先行研究 

 ガバナンス改革に関しては、改革の内容面に関す

る検討を行った研究も多く見られる。例えば、改革を

受けて大学ガバナンスを組織論や国際比較の観点か

ら検討し、事例に関する報告なども行った広島大学

高等教育研究開発センター編著(2014)、改革の内容に

照らして大学の現状を批判的に考察した本間(2014)、
法人化以前の管理運営問題に関する議論の内容と今

次のガバナンス改革の内容面の考察を行った大場

(2015)や山本(2016 第一章)、吉武(2016)、イギリスや

アメリカといった主要国のガバナンス体制の傾向を

概観した上で日本と比較し、今後の課題を提示した

寺倉(2015)、アメリカの大学ガバナンスと比較して今

次の改革の実効性に関する疑問を述べる小林(2015)、
コーポレート・ガバナンス論との関連で答申等を批

判的に検討した伊佐・遠藤・池内(2016)、大学ガバナ

ンス論の経済同友会の2012年の提言と法改正の内容

を取り上げた大﨑(2018)、法改正が私立大学に与えた

影響を論じた鶴﨑(2018)、鶴田(2018)、両角(2019)、大

学・政府間の関係及び大学内部の両面から近年のガ

バナンス改革に関する動向を論じた山本(2020)があ

る。また今回のガバナンス改革は教授会の権限を限

定するものであったため、大学の自主性、学問の自由

や大学の自治の後退という点から改革を批判する先

行研究も多い(大河内(2014a;2014b)、光本(2014)、細井

(2014;2015;2018)、田中他(2018)等)。その他、組織運営

部会における議論や答申の作成に関わった文科省担

当者による講演録である里見(2014a;2014b)がある。 
 
6. 先行研究のまとめと課題 

 本稿では、第二次安倍政権における教育改革の政

策形成過程全般、そして道徳の「特別の教科」化、教

育委員会制度改革、大学のガバナンス改革という三

つの事例の政策形成過程を扱った先行研究のレビュ

ーを中心に行ってきた。これらのレビューから、第二

次安倍政権における教育改革の政策形成過程に関す

る先行研究の分析内容・方法やその課題、そしてそれ

らを踏まえた今後の研究可能性について次の二点を

指摘できる。 
 一点目に、今回の改革の契機を自民党の実行本部

や、実行会議といった官邸における諸会議の審議・提

言に求める等、政策形成過程における官邸主導やト

ップダウンといった政治的影響力の強さを指摘する

研究が多く見られるという点が挙げられる。第 2 章

でまとめた通り、政策形成過程全般に関する先行研

究では上記のような評価がほとんどを占めていると

言えるし、第 3~5 章でみた各改革の先行研究でも、

こうした政治的影響力が政策形成過程に及ぼした影

響に言及する分析が多く見られる。たしかにそうし

た側面があると言えるものの、例えば教育委員会制

度改革では、官邸を中心に、首長に教育行政の権限を

一元化するという目的の下で教育委員会廃止まで目

指されていたが、結局制度を維持した上で、首長によ

る新教育長の任命や首長が招集する総合教育会議の

新設等、首長の権限を強化する内容で妥協が図られ

た。また、本稿の事例としては取り上げられなかった

大学入試改革においても、2021 年より新たに実施さ

れている「大学入学共通テスト」に記述式問題と英語

の四技能試験の導入が計画されていたが、改革決定

後の具体的検討で、高校・大学関係者や大学入試の専

門家を中心に公平性や実現可能性といった点から批

判が相次ぎ、結果的に導入は果たされなかった。この

ように、第二次安倍政権の教育改革でも政策形成段

階で官邸側の意向が貫徹せずその改革案が制度化に

至らなかった場合もあり、官邸主導による教育改革
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には政治的影響力以外に政策形成過程における他の

アクターや関連制度等が重要な要因として存在した

可能性がある。この観点から官邸主導型教育改革の

政策形成過程の構造を他のアクターや制度も含め詳

細に解明することで、拙速・独善的な決定を行う傾向

にあるとされる官邸主導型改革における政策内容を、

例えばその政策形成過程で影響力のある他のアクタ

ーが修正し改革の弊害を緩和することが可能である

といった有意義な知見を提供できると考えられる。  

以上に鑑みると、第二次安倍政権の政治的影響力に

焦点を当てた分析では、こうした官邸主導型教育改

革における改革案の制度化に影響を与える要因やそ

の限界についての考察が不十分である点が課題とし

て指摘できよう。 
 一方、上記のような研究に対して、第二次安倍政権

以前から改革に向けた流れが存在しており、その流

れの中で登場した同政権によって改革が実行された

点に着目する分析も、特に各改革について論じた先

行研究の中で一定数見られる。こうした研究は、今回

の改革を首相・官邸主導だと一概に捉えているわけ

ではなく政策形成過程全体をより俯瞰的に捉えられ

ているものの、時系列に沿って改革の大まかな経緯

を整理する分析に止まっているという課題を指摘で

きる。また、例えば教育委員会制度改革の政策形成過

程を扱った先行研究で確認したように、政治学にお

ける理論枠組みを用いて政策形成過程を説明してい

る分析もあるが、明確な問いを設定した分析とまで

は言えず、概念の援用による政策形成過程の記述・整

理という側面が強い。 
 以上の課題を踏まえた今後の研究可能性として、

実行会議や中教審、文科省内の専門家会議といった

各審議会や国会の議事録の精査、新聞・雑誌記事にお

ける審議会委員や文教族、官僚、関係団体代表等の政

策関係者へのインタビュー記事の渉猟、あるいはイ

ンタビュー調査等、政策形成の流れを概観する傾向

にあった先行研究では不十分だった各政策の形成過

程のより詳細な解明を行いつつ、実行本部や実行会

議により提言された改革アイディアが法改正等によ

り実現したかという「制度化の帰結」の異なる複数の

改革事例に関する政策形成過程の比較分析を行うこ

とが挙げられる。これは、因果推論に用いられる「差

異法」に基づく分析であるが、こうした分析を通して、

これまで指摘されてこなかった、政治的影響力以外

に官邸主導型改革の制度化を左右しうる十分条件を

体系的に解明することが可能となると考えられる 21。

以上のように、より詳細に政策形成過程の実態を明

らかにしながら比較事例分析を行う研究を通して、

第二次安倍政権の教育改革においていかなるアクタ

ーや制度の影響力が大きかったのかといった改革の

メカニズムや、前述のような改革アイディアの制度

化を左右する要因を実証的かつより明確に明らかに

することが重要となってくると言えよう 22。 
 二点目に、政策形成過程の分析に比して、政策内容

や教育現場等における新制度の実施過程に関する研

究が非常に多いという点が挙げられる。各改革の「そ

の他の研究」で見てきたように、道徳の「特別の教科

化」は教育方法学や教科教育学、教育委員会制度改革

は教育行政学、大学のガバナンス改革は高等教育研

究をそれぞれ中心に、第二次安倍政権における教育

改革によって決定された新たな政策の内容に対する

評価や、その実施状況や教育現場での実践といった

実施過程に関する検証が多数蓄積されていると言え

る。一方、こうした研究から得られた「政策内容・実

施過程」に関する知識を官邸主導型教育改革の政策

形成過程においてどう生かせるのか、つまり、拙速・

独善的な決定に陥りがちな官邸主導型教育改革でも

そうした知識が利用されることで合理的な政策をい

かに形成・決定できるのかを、これまで相対的に蓄積

の少なかった「政策形成過程」を分析することを通し

て考察できると考えられる。例えば、政策形成過程の

分析から政策形成のあり方を左右しうることが明ら

かになった特定のアクターに対し、教育学における

諸研究から得られた有効な研究成果について説明し

その採用を促すことで、それが現状の政策に代わる

代替政策案に反映される可能性が高まるといった示

唆が得られるだろう。以上を踏まえると、一点目と二

点目で説明したような第二次安倍政権の教育改革に

関する政策形成過程の分析は、教育学研究から得ら

れた知識の有用性を官邸主導型教育改革においても

高められる点で教育学に貢献できるという点からも

重要な研究の一つだと言えるのである 23・24。 
 本稿では、道徳の「特別の教科」化、教育委員会制
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には政治的影響力以外に政策形成過程における他の

アクターや関連制度等が重要な要因として存在した

可能性がある。この観点から官邸主導型教育改革の

政策形成過程の構造を他のアクターや制度も含め詳

細に解明することで、拙速・独善的な決定を行う傾向

にあるとされる官邸主導型改革における政策内容を、

例えばその政策形成過程で影響力のある他のアクタ

ーが修正し改革の弊害を緩和することが可能である

といった有意義な知見を提供できると考えられる。  

以上に鑑みると、第二次安倍政権の政治的影響力に

焦点を当てた分析では、こうした官邸主導型教育改

革における改革案の制度化に影響を与える要因やそ

の限界についての考察が不十分である点が課題とし

て指摘できよう。 
 一方、上記のような研究に対して、第二次安倍政権

以前から改革に向けた流れが存在しており、その流

れの中で登場した同政権によって改革が実行された

点に着目する分析も、特に各改革について論じた先

行研究の中で一定数見られる。こうした研究は、今回

の改革を首相・官邸主導だと一概に捉えているわけ

ではなく政策形成過程全体をより俯瞰的に捉えられ

ているものの、時系列に沿って改革の大まかな経緯

を整理する分析に止まっているという課題を指摘で

きる。また、例えば教育委員会制度改革の政策形成過

程を扱った先行研究で確認したように、政治学にお

ける理論枠組みを用いて政策形成過程を説明してい

る分析もあるが、明確な問いを設定した分析とまで

は言えず、概念の援用による政策形成過程の記述・整

理という側面が強い。 
 以上の課題を踏まえた今後の研究可能性として、

実行会議や中教審、文科省内の専門家会議といった

各審議会や国会の議事録の精査、新聞・雑誌記事にお

ける審議会委員や文教族、官僚、関係団体代表等の政

策関係者へのインタビュー記事の渉猟、あるいはイ

ンタビュー調査等、政策形成の流れを概観する傾向

にあった先行研究では不十分だった各政策の形成過

程のより詳細な解明を行いつつ、実行本部や実行会

議により提言された改革アイディアが法改正等によ

り実現したかという「制度化の帰結」の異なる複数の

改革事例に関する政策形成過程の比較分析を行うこ

とが挙げられる。これは、因果推論に用いられる「差

異法」に基づく分析であるが、こうした分析を通して、

これまで指摘されてこなかった、政治的影響力以外

に官邸主導型改革の制度化を左右しうる十分条件を

体系的に解明することが可能となると考えられる 21。

以上のように、より詳細に政策形成過程の実態を明

らかにしながら比較事例分析を行う研究を通して、

第二次安倍政権の教育改革においていかなるアクタ

ーや制度の影響力が大きかったのかといった改革の

メカニズムや、前述のような改革アイディアの制度

化を左右する要因を実証的かつより明確に明らかに

することが重要となってくると言えよう 22。 
 二点目に、政策形成過程の分析に比して、政策内容

や教育現場等における新制度の実施過程に関する研

究が非常に多いという点が挙げられる。各改革の「そ

の他の研究」で見てきたように、道徳の「特別の教科

化」は教育方法学や教科教育学、教育委員会制度改革

は教育行政学、大学のガバナンス改革は高等教育研

究をそれぞれ中心に、第二次安倍政権における教育

改革によって決定された新たな政策の内容に対する

評価や、その実施状況や教育現場での実践といった

実施過程に関する検証が多数蓄積されていると言え

る。一方、こうした研究から得られた「政策内容・実

施過程」に関する知識を官邸主導型教育改革の政策

形成過程においてどう生かせるのか、つまり、拙速・

独善的な決定に陥りがちな官邸主導型教育改革でも

そうした知識が利用されることで合理的な政策をい

かに形成・決定できるのかを、これまで相対的に蓄積

の少なかった「政策形成過程」を分析することを通し

て考察できると考えられる。例えば、政策形成過程の

分析から政策形成のあり方を左右しうることが明ら

かになった特定のアクターに対し、教育学における

諸研究から得られた有効な研究成果について説明し

その採用を促すことで、それが現状の政策に代わる

代替政策案に反映される可能性が高まるといった示

唆が得られるだろう。以上を踏まえると、一点目と二

点目で説明したような第二次安倍政権の教育改革に

関する政策形成過程の分析は、教育学研究から得ら

れた知識の有用性を官邸主導型教育改革においても

高められる点で教育学に貢献できるという点からも

重要な研究の一つだと言えるのである 23・24。 
 本稿では、道徳の「特別の教科」化、教育委員会制
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度改革、大学のガバナンス改革という三つの教育改

革の事例を扱うに止まったため、今後は、本稿で対象

とした実行会議の第一次~第三次提言からいじめ防

止対策推進法の制定や指定国立大学法人制度の創設、

更に、第四次提言以降では、高大接続改革、義務教育

学校の法制化、専門職大学・短期大学の創設、幼児教

育・大学教育の無償化等、第二次安倍政権における他

の改革事例の政策形成過程を扱った先行研究のレビ

ューも行い、分析内容や課題の整理を更に進めてい

きたい。 
 
註 

 
1 なお、道徳の「特別の教科」化は実行会議の第一次

提言(2013 年)、教育委員会制度改革は実行本部の中

間取りまとめ(2012 年)と実行会議の第二次提言(2013
年)、そして大学のガバナンス改革は実行会議の第三

次提言(2013年)でそれぞれ提言された改革案である。 
2 なお、先行研究の検索に当たっては、主に「CiNii 
Articles」(https://ci.nii.ac.jp/ 2021 年 8 月 24 日情報取

得)と「CiNii Books」(https://ci.nii.ac.jp/books/ 2021 年

8月24日情報取得)を用いた。検索語は「安倍 教育」

(第 2 章)、「道徳 教科化」(第 3 章)、「教育委員会 改

革」(第 4 章)、「大学 ガバナンス」(第 5 章)とし、本

研究の目的とは異なると判断した研究については除

いている。また、検索結果に出てこなかった研究につ

いても、関連する内容の文献については知りうる限

りで適宜レビューの対象としていることを付言して

おく。 
3 なお中村は、「拒否権プレイヤー」を用いた政策過

程の定性的分析のレビューにおいて広田(2014)の同

様の箇所を紹介している(中村 2020 42 頁)。 

4 教育学者以外からも、例えば政治学者の德久は「第

2 次安倍政権の教育政策は、与党自民党が改革を方向

づけ、教育再生実行会議が政策化の順位や方針を定

めている」点や、「それらは、文部科学大臣の諮問機

関である中央教育審議会(筆者注:中略)や省内で具体

的な施策に落とし込まれ、実施に移されている」点を

指摘している(德久 2016 23 頁)。 
5 なお佐藤は、第二次安倍政権における教育改革が、

「自民党『教育再生実行本部』⇒安倍首相の諮問機関

『教育再生実行会議』⇒『中央教育審議会』⇒法改正

の筋道で政策化されてきた。」と説明しつつ(佐藤 

2016 6 頁)、安全保障関連法案の成立と憲法改正の

準備に傾注したことや、新たに「教育のグローバル戦

略」といった重点課題が浮上したこと、官邸に対する

文科省の抵抗・巻き返しが起ったこと等を背景に、実

行本部による初期の改革構想の多くが頓挫した点や、

実行会議の第三次提言からは官邸主導ではなく文部

官僚主導の提言となっている点を指摘している(佐藤 

2016 6 頁、佐藤学 2018 8~9 頁)。 

6 この点青木も、これらの先行研究を紹介しながら

「政治主導の教育改革は第二次安倍政権の教育政策

の特徴として捉えられている」と指摘している(青木 

2019  3 頁)。 

7 佐藤はこの中で、道徳の教科化の研究動向をレビュ

ーしているが、道徳の教科化を推進している研究と

それに批判的な研究という二者を簡単にレビューし

ているに止まる。 

8 以上の他に、これまで挙げた三つの論点も含んだ日

本教育方法学会編(2015)、渡邉・押谷・渡邊・小川編

(2016)、渡邉・山口圭・山口意編著(2017)、上地編著

(2020)等を始め、道徳の教科化に関する教員への意識

調査を行った越中・目久田・淡野・徳岡(2019)、松田・

土田(2019)や、教科化を憲法法理から検討した池田

(2016)、道徳の教科化によるキリスト教学校における

教育内容への影響等を考察した神山(2020)等も挙げ

られる。 

9 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律」(平成 26 年 6 月 20 日法律第 76 号) 

10 改革内容の解説は後述するように膨大に存在する

が、さしあたって以下は村上(2019)を参照した。 

11 なおこの他に、磯田(2014)、辻村(2018)、德永(2019)、
村上(2020)等、教育学における多くの教科書でも、今

回の教育委員会制度改革の経緯について簡単に説明

されている。 
12 なお、A 案とは、実行会議の第二次提言に沿い、教

育の執行権限を首長に移し教育委員会を附属機関と

する案であり、B 案とは、従来通り教育委員会を執行

機関としつつ教育長と教育委員会の役割分担を見直

す案のことである(元兼 2014 1054 頁)。 
13 Tsebelis(2002=2009)等を参照のこと。 
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14 なお村上(2014a)も、こうした与党内部の力学や法

案作成に至る政治主導性に着目して、その形成過程

を簡単にまとめている。 
15 Kingdon(2011=2017)等を参照のこと。 
16 なお髙橋(2015b)は、教育委員会制度改革に関する

研究動向を、「政策批判型アプローチ」「素材提供型ア

プローチ」「法規解説型アプローチ」「法解釈学アプロ

ーチ」の四つに整理している。このうち、「法規解説

型アプローチ」の中に「改正法の制定経緯から新教育

委員会制度の趣旨を説明するアプローチ」があると

し、その一例として、本稿でも挙げた小川(2015)や村

上(2015a)を紹介している。 
17 こうした問題意識のため、近年は村上祐

(2015b;2016a)や青井(2016;2018)等、教育行政職員の採

用・人事システム、人員配置・職務領域、職務内容・

執行実態に関する研究も取り組まれるようになって

いる。 

18 以下の内容は、特記が無い限り文部科学省高等教

育局長・研究振興局長通知「学校教育法及び国立大学

法人法の一部を改正する法律及び学校教育法施行規

則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省

令について(通知)」(2014 年 8 月 29 日 26 文科高第

441 号)、文部科学省高等教育局大学振興課「学校教

育法及び国立大学法人法等の改正の考え方について」

(2014 年 9 月 2 日)に基づく。また、文科省担当者が

執筆した解説、中教審答申等をまとめたものとして

文教協会編著(2014)がある。 

19 この他、政策形成過程を主たる分析対象としたも

のではないが、法改正に至るまでの一連の経緯に触

れている研究も多い。例えば 2019 年付近の大学のガ

バナンス・コード策定に関して論じた大﨑(2020)など。 
20 また第十章では、戦後の大学管理運営問題からガ

バナンス改革に至るまでの流れも概観している。 
21 例えば、江口(2018)は第二次安倍政権における小学

校の英語の教科化を、中村(2018a)は大学入試改革の

事例分析を行い、そうした改革について、一概に第二

次安倍政権における官邸・政治主導によるものだと

断定することはできず、それ以前からの社会的ニー

ズや中教審等における政策の流れがあったと指摘し

ている。しかし、それらは単一事例分析に止まってい

るという限界があり、分析結果の妥当性を他の教育

改革でも確認することが求められるという点で課題

を残している。 
22 なお本稿とはテーマが異なるが、中村(2018b)では、

大学入試の共通テスト政策に関する先行研究のレビ

ューを行い、「文部省、自民党文教族や臨教審等の政

治アクター、国大協の動向を中心に、時系列に沿って

共通テスト政策の形成・決定過程を叙述する分析・研

究が多い」とまとめた上で、「こうした分析・研究は

共通テスト内容の変遷や政策形成・決定過程の状況

を確認する上で貴重なものである一方、例えば、政策

形成・決定過程においてあるアクターの影響力が強

かったと結論付けられたとしてもその影響力が強大

化したとなぜ言えるのか、またなぜそのアクターが

影響力を持ちえたのか(筆者注:中略)等、得られた結

論やその根拠の説得性が弱い分析・研究も多く存在

する点が課題となっている」と指摘している(中村 

2018b 43~44 頁)。そしてその解決の方向性として、

政策転換・安定性の要因を説明する「拒否権プレイヤ

ー論」を適用しつつ、比較分析等を用いた体系的・実

証的な政策形成・決定過程の分析可能性を提示して

おり(同 44~45 頁)、本稿の指摘と課題の解決の方向

性を共有していると言える。 
23 以上の視点は、公共政策学における「in の知識」と

「of の知識」という分析視角を参照したものである

が、この二つの知識について秋吉は次のように説明

している(秋吉 2015a 7~8 頁)。まず「in の知識」と

は、「政策の形成に利用される知識」であり、政策決

定のための情報分析や政策案のデザイン、政策評価

に関する研究がシステム工学、政治学、経済学、法学、

環境学等の個別学問から行われる。一方「of の知識」

は、「どのような政策が、誰によって、どのように決

定、実施されているかという知識」であり、政策決定、

実施、評価に関する研究が政治学や行政学の観点か

ら行われており、特に、政策過程におけるアクターに

焦点が当てられ、どのような利益やアイディア(理念)
を持つのか、そしていかなる制度から制約を受けて

いるのか、それらが政策にどう影響しているのかが

明らかにされる。秋吉は、こうした政策過程分析から

もたらされる「of の知識」について更に以下のよう

に指摘している(同 23 頁)。すなわち、「of の知識」

がなければ「政策プロセスにおいて『in の知識』が政
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14 なお村上(2014a)も、こうした与党内部の力学や法

案作成に至る政治主導性に着目して、その形成過程

を簡単にまとめている。 
15 Kingdon(2011=2017)等を参照のこと。 
16 なお髙橋(2015b)は、教育委員会制度改革に関する

研究動向を、「政策批判型アプローチ」「素材提供型ア

プローチ」「法規解説型アプローチ」「法解釈学アプロ

ーチ」の四つに整理している。このうち、「法規解説

型アプローチ」の中に「改正法の制定経緯から新教育

委員会制度の趣旨を説明するアプローチ」があると

し、その一例として、本稿でも挙げた小川(2015)や村

上(2015a)を紹介している。 
17 こうした問題意識のため、近年は村上祐

(2015b;2016a)や青井(2016;2018)等、教育行政職員の採

用・人事システム、人員配置・職務領域、職務内容・

執行実態に関する研究も取り組まれるようになって

いる。 

18 以下の内容は、特記が無い限り文部科学省高等教

育局長・研究振興局長通知「学校教育法及び国立大学

法人法の一部を改正する法律及び学校教育法施行規

則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省

令について(通知)」(2014 年 8 月 29 日 26 文科高第

441 号)、文部科学省高等教育局大学振興課「学校教

育法及び国立大学法人法等の改正の考え方について」

(2014 年 9 月 2 日)に基づく。また、文科省担当者が

執筆した解説、中教審答申等をまとめたものとして

文教協会編著(2014)がある。 

19 この他、政策形成過程を主たる分析対象としたも

のではないが、法改正に至るまでの一連の経緯に触

れている研究も多い。例えば 2019 年付近の大学のガ

バナンス・コード策定に関して論じた大﨑(2020)など。 
20 また第十章では、戦後の大学管理運営問題からガ

バナンス改革に至るまでの流れも概観している。 
21 例えば、江口(2018)は第二次安倍政権における小学

校の英語の教科化を、中村(2018a)は大学入試改革の

事例分析を行い、そうした改革について、一概に第二

次安倍政権における官邸・政治主導によるものだと

断定することはできず、それ以前からの社会的ニー

ズや中教審等における政策の流れがあったと指摘し

ている。しかし、それらは単一事例分析に止まってい

るという限界があり、分析結果の妥当性を他の教育

改革でも確認することが求められるという点で課題

を残している。 
22 なお本稿とはテーマが異なるが、中村(2018b)では、

大学入試の共通テスト政策に関する先行研究のレビ

ューを行い、「文部省、自民党文教族や臨教審等の政

治アクター、国大協の動向を中心に、時系列に沿って

共通テスト政策の形成・決定過程を叙述する分析・研

究が多い」とまとめた上で、「こうした分析・研究は

共通テスト内容の変遷や政策形成・決定過程の状況

を確認する上で貴重なものである一方、例えば、政策

形成・決定過程においてあるアクターの影響力が強

かったと結論付けられたとしてもその影響力が強大

化したとなぜ言えるのか、またなぜそのアクターが

影響力を持ちえたのか(筆者注:中略)等、得られた結

論やその根拠の説得性が弱い分析・研究も多く存在

する点が課題となっている」と指摘している(中村 

2018b 43~44 頁)。そしてその解決の方向性として、

政策転換・安定性の要因を説明する「拒否権プレイヤ

ー論」を適用しつつ、比較分析等を用いた体系的・実

証的な政策形成・決定過程の分析可能性を提示して

おり(同 44~45 頁)、本稿の指摘と課題の解決の方向

性を共有していると言える。 
23 以上の視点は、公共政策学における「in の知識」と

「of の知識」という分析視角を参照したものである

が、この二つの知識について秋吉は次のように説明

している(秋吉 2015a 7~8 頁)。まず「in の知識」と

は、「政策の形成に利用される知識」であり、政策決

定のための情報分析や政策案のデザイン、政策評価

に関する研究がシステム工学、政治学、経済学、法学、

環境学等の個別学問から行われる。一方「of の知識」

は、「どのような政策が、誰によって、どのように決

定、実施されているかという知識」であり、政策決定、

実施、評価に関する研究が政治学や行政学の観点か

ら行われており、特に、政策過程におけるアクターに

焦点が当てられ、どのような利益やアイディア(理念)
を持つのか、そしていかなる制度から制約を受けて

いるのか、それらが政策にどう影響しているのかが

明らかにされる。秋吉は、こうした政策過程分析から

もたらされる「of の知識」について更に以下のよう

に指摘している(同 23 頁)。すなわち、「of の知識」

がなければ「政策プロセスにおいて『in の知識』が政
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治的要因による制約を受け、政策決定に反映され」ず、

「『of の知識』によって政策プロセスの構造および動

態が示されることによって、どのように『in の知識』

を投入すればよいのかということが明確」になり、

「それによって『in の知識』をもとにした政策の決

定・改善が可能になってくる」という。その上で、「知

識活用」という概念を示し、政策の決定、実施、評価

において、政策分析等によってもたらされた「in の知

識」が「どのように活用されていたのか、もしくは活

用されなかったのかに留意し」、そうした知識の「活

用の様態に影響を及ぼした要因について分析」する

ことで「政策決定を改善するための知識が提供され

る」としている。 
 なお、上記二つの知識を基に官邸主導型教育改革

に関する分析の発展可能性を指摘した本稿の他に、

教育政策研究全般への二つの知識の適用可能性につ

いて論じた秋吉(2015b)を始め、保育・幼児教育政策

について論じた村上祐(2016b)や、大学入試政策を扱

った中村(2018a)、そして国立大学財政に関する政策

を扱った辻(2020)等も、「of の知識」に関する研究の

重要性や、各政策分野におけるその研究可能性につ

いて述べている。 
24 なお、本稿と異なる分析から導き出された指摘で

はあるが、政治主導の教育改革における各審議会の

議事録を KH Coder を用いて分析した福島も、「『政治

主導は問題だ』と指摘するだけでなく、政策実施過程

における課題を指摘して改革を阻止するのでもなく、

教育政策形成過程の具体的なプロセスにメスを入れ、

その議論の過程においてどこは変え得るのか、何が

抑止力になり得るのかを検討していく必要がある。

そうした視点からは、所属・経歴ごとに各会議の中で

果たしている役割を明らかにし、議論の進行におけ

る問題点を指摘した本稿の意義は大きい。」と述べて

いる(福島 2021 69 頁)。 
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