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5. 厚みのある教育システム 

 

1. 情勢認識 

    1-1．教育分野 

    1-2. 研究分野 

2. 必要な政策 

    1-1．教育分野 

    1-2. 研究分野 

 

 

1. 情勢認識 

 

1-1. 教育分野 

 

現代日本で進められている教育改革は、先進諸国を中心に地球規模で生じることになっ

たポスト産業主義社会＝知識基盤社会への移行を背景としている。よって、ほぼ同様の改

革動向が、すべての先進諸国に見られる。それは、そのように変化した社会に適応・対応

するために必要となるコンピテンシー（汎用的な資質・能力）の育成に重点を置く教育へ

の転換--コンテンツ・ベースからコンピテンシー・ベースへの教育--を図ろうとするもの

である。こうしたグローバルに観察できる社会の変化が不可逆的なものであるとすれば、

そのような教育改革は不可避である。しかしながら、こうした教育改革が、どのような政

治的文脈のもとで展開されるかによって、その効果・意味は大きく異なってくると考えら

れる。 

ポスト産業主義社会への転換は、産業主義社会の急成長に支えられていた福祉国家の終

焉を伴うものでもあった。この福祉国家体制に対するオルターナティブとして登場したの

が新自由主義であった。新自由主義においては「小さな政府」が目指されることが多い

が、知識基盤社会において要請される高次の問題解決能力や柔軟で洗練されたコミュニケ

ーション能力を育成するためにはより大きなコストがかかることが予想されるので、その

ための財政措置が不十分になると、教育現場に過度の負担がかかるだけで、上記のような

教育改革が成功しない危険性が十分にある。また、新自由主義においては、資質・能力獲

得の成功・不成功が個人に帰責される傾向が強いため、そうした資質・能力の獲得に有利

な諸条件に恵まれない人々に十分な支援が行われないと、不平等（格差）の再生産を拡大

させる危険性がある。さらに、新自由主義においては、経済市場や企業経営に関する表層

的・一面的な考え方として、試験結果や数値目標に基づく市場原理主義的な競争主義・効

率主義や上意下達型のリーダーシップ論が、教育現場の固有性を侵食するほど強力に適用

されることがあるが、このような教育の単純化は、子どもたちによる高度で複雑な現代的

資質能力を獲得するための学習活動や、現場の教員によるそのための協同的取組にも阻害

要因となる危険性が十分にあり得る。 

こうした新自由主義とともに力を持つようになったのが、これと相補的に機能するよう

になっている新保守主義的動向である。ポスト福祉国家は、価値観・生活様式の多様化や
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従来型の家庭・地域社会の不安定化、個人化の進行を伴うものであったが、こうした状況

に直面して、共同体の再生や連帯の重要性に注目が集まるとしても不思議ではなく、これ

自体に正負の価値付けをする必要はない。こうした社会状況と連動して進行したグローバ

ル化に関しても同様のことが言えるだろう。グローバル化は、ある種の国内的不安定要因

ではあり得るが、それ自体を価値的に肯定・否定することは難しい。しかしながら、こう

した事態に対する応答のベクトルが、復古主義・権威主義・国家主義・自文化中心主義、

あるいはマジョリティのアイデンティティ重視という新保守主義的方向に傾くものなの

か、多様な生や多元的価値の尊重と、それに基づく他者への想像力およびマイノリティの

人権重視というリベラルな方向を指すものなのかで、そこで展開される教育政策の意味は

大きく異なることになるのではなかろうか。 

いずれにせよ、ポスト産業主義＝知識基盤社会がグローバルに出現することによって、

以上のような社会の変化と複雑な社会状況に直面して、従来の公教育の機能不全が露呈

し、私たちは、新たなレジームを再構築する必要に迫られているのである。 

この公教育制度の「機能不全」の背景には、先進国の中でも低い日本の公教育支出に起

因している部分もあることに目を向けるべきであろう。国内向けの政府統計では、入学

金、授業料などの私費負担や、学校独自の自己収入を公教育費に含めるため、一見、他国

と遜色ない公教育費に見える。だがそれは統計のトリックであり、実際には高等教育や就

学前教育を中心に、私的な家計への依存度が極めて高い1。さらに近年では、就学援助の縮

小や義務教育費国庫負担金削減などの動きが顕在化し、教育に対する公的保障はさらに縮

小される方向にある。他国が、少子化にも関わらず、激化する国際競争への対応のため

に、教育費を拡充していることを考えると、現在の日本の状況は異常と言わざるをえな

い。 

その結果、現在、教育が社会の亀裂・分断と人的資本形成の不全を生み出す大きな震源

地となってしまっている。「子どもの貧困」は先進国の中で最悪の水準にあるが、幼少期

の経済的・社会的剥奪は、認知的・非認知的スキルの獲得を阻害し、人生を通じてリスク

を累積・増幅させる。それは人材の損失だけでなく、個人の承認・尊厳や社会連帯の喪失

も意味する極めて深刻な事態である。また、日本の高等教育は、授業料が高く奨学金制度

も未発達という、先進国で特異な位置にある（図 1）。大学教育を受けた労働力の供給不足

が、技術革新に伴う失業や低賃金労働者を増やし、経済成長も停滞させるという近年の経

済学の成果を踏まえるなら2、これは日本の経済的優位性の喪失に直結するだろう。 

以上の問題の背後にあるのは、教育を私的消費財と見なす思考慣行であり、社会全体と

して子ども・若者を支えていくという強靭な理念の欠落である。また教育は有効な社会的

投資でもあり、包摂的な社会保護や経済成長の前提・基盤になるというリアルな合理的思

考も存在していない。それは、人的資本形成が家計と企業の OJTに委ねられてきた戦後日

本の経路の産物だが、雇用の劣化・流動化に伴い、家族や企業はもはやその役割を担えな

                                                      

1 石井拓児 2012「教育における公費・私費概念―その日本的特質」世取山洋介・福祉国家

構想研究会編『公教育の無償性を実現する―教育財政法の再構築』大月書店 
2 Claudia Goldin & Lawrence F. Katz, 2009, The Race between Education and 

Technology, Harvard University Press 
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くなっている。教育の高い私的負担への依存は、機会の不平等の拡大や人的資本形成不全

の原因になるだけでなく、子どもを産み育てる条件や意欲を奪い少子化も加速させるだろ

う。 

 

 

（図 1 国公立大学授業料と奨学金受給率の国際比較（OECD, Education at a Glance 

2010: OECD Indicators, Indicator B5: How much do tertiary students pay and what 

public subsidies do they receive?より転載）） 

 

教育は長い時間を介在させる営みであり、問題が顕在化した時に、すぐに対応できるよ

うなものではない。教育を「国家百年の計」とする古来の言葉は、それが社会的投資であ

るという事実を端的に示している。現在、すでに引き返すことができない危険水域まで来

ていることを認識した上で、迅速な政策転換が期待される。またその役割を担うことこそ

が、教育を重要な旗印とする中道左派政権に課せられた使命でもあると考える。 

 

1-2. 研究分野 
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研究に関しては、昨今の日本は技術革新力ランキングの低下（図 2）がみられる上に、

自然科学・工学研究においても論文数の伸び悩み傾向があり、勢いを増す諸国に差を開け

られている（文部科学省、2013）。 

 

（図 2 技術革新力ランキング（『科学技術白書』平成 25年度、p.45より転載）） 

 

特に選択と集中による大学改革の進展した 2000年代以降その低下がみられる。大学の

基盤経費削減および競争資金における間接経費の圧縮が、大学を人件費抑制に走らせた結

果研究者人口が減少し、論文生産数も伸びないのである。また、若手研究者の就職難は続

いており、それゆえに若者が研究職を避ける動きも懸念されている（図 3、及び、科学技

術政策研究所、2011 を参照）。 

「選択と集中」の論理の中で、大学を国際的な研究中心の大学と、地元密着型で教育中

心、実務指向の大学に分類することが行われている。また、それと連動して一部の国立大

学において人文社会科学系を実質上縮小させる動きがある。しかしながら自然科学の発展

とそれをベースにした技術の発展・産業化だけを視野に入れていれば良かった時代は終わ

り、現代は「科学・技術とイノベーション」のひと揃いが政策課題となる時代である。そ

の際に、欧米では自然科学のみならず人文社会科学も視野に入れた総合的な学術の政策が

指向される傾向がある。この点は、EU最大の研究・イノベーション計画でも明示されてい

る（European Commission, HORIZON 2020, Social Sciences & Humanities, 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/area/social-sciences-humanities 

2016年 2月 22日確認）。が、このことが国内ではまだ充分に理解されておらず、先に述べ

た大学改革の動きにも充分に反映されてはいない。 
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（図 3 国立大学の年齢階層別教員数の推移（全分野）（『Natureダイジェスト』 Vol.9, 

No.6, 2012年より転載）） 

 

研究評価においては国際競争主義が導入されつつあるが、分野ごとの特性や日本独自の

強み、情報発信における多言語主義の意義などが充分に考慮されているとはいえない。ま

た、第五期科学技術基本計画においては世界大学ランキングにおける日本の大学の順位を

数値目標の一つとする方向性が示されているが、大学の規模や使用言語など研究の質と関

係のない要因が同ランキングに大きな影響を与えていることを指摘し、そうした方向性自

体を問題視する声がある（例：http://www.nippon.com/ja/in-depth/a05102/）。 

 

 

2. 必要な政策 

 

「厚みのある教育システム」とは、経済成長に寄与しうる人的資本形成の支援を図るも

のであると同時に、多様な生を営む各個人がそれぞれの善き生（well-being）を実現でき

るように、教育機会や資源配分の平等を保障するだけでなく、そうした機会や資源を十分

に活かすことができるための諸条件の、すなわち潜在能力の平等を目指すものでもある。

したがって、学校教育においては、学力保障という意味での「再配分の政治」と同時に、

マイノリティを含む一人ひとりの子ども・若者の存在が肯定・尊重されるという意味で

「承認の政治」を図ることになる。これらに加えて、より公正な民主主義社会の構築に積
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極的に参加することができる批判的市民の育成をも使命とするのが「厚みのある教育シス

テム」であり、これこそが実現を目指すべき教育の姿である。これらを、もう少し具体化

して総論をまとめるならば以下のようになろう。 

教育に関しては、多くの人々が市場原理主義的な競争に不安を煽られたり、社会的に不

利な条件を抱える人々が置き去りにされたりすることなく、誰もが安心して必要な教育を

享受でき、包摂的な環境の中で学ぶ楽しさや喜びを味わいながら必要な資質・能力を、と

りわけ、21世紀型コンピテンシーとも呼ばれる汎用性の高い資質・能力を身につけられる

ような、また、教員も、過度の多忙さから解放され、一定の余裕を持って、自らの専門性

を高め発揮できるような学校教育を実現することが必要である。そのためには、権威主義

的標準化をトップダウンで推進するのではなく、各教育現場の創意工夫を最大限に尊重す

るボトムアップ型の施策を具体的に立案できる制度的環境の整備、及び、学問的検証に耐

える量的・質的データの蓄積とこれに基づく政策立案と検証が要請されることになろう。 

研究に関しては、人材育成の観点に立った施策が急務である。具体的には、大学の基盤経

費や間接経費を思い切って増額する方向に切り替えるとともに、必要に応じて間接経費と

直接経費の使途区分にも一定の柔軟性を持たせるなど、各大学の自主性に任せた弾力的な

運用を可能にする工夫を行うべきである。 

 

2-1. 教育分野 

 

⇒全般 

・時の政府や特定の政党の方針・意向が具体的な教育政策に直接的に反映される教育政策

立案のシステムを廃し、審議会を学問的権威と自律性が担保された機関となるような政策

決定のシステムを確立する。 

・エビデンス・ベースの政策立案・政策評価は、統計的調査・定量的分析と質的調査・定

性的分析とを不可欠の両輪とする。一般論や印象論ではなく、たしかな学問的基盤に立脚

した実証的なデータ分析にもとづき、専門性ある見地から教育政策の立案・実施していく

機能を強化する。こうしたエビデンス・ベースの政策提言においては、一方で、すでに実

施された教育政策の因果効果を、統計的な手法にもとづく定量的分析により検証していく

ことが必要である。そのために、文部科学省をはじめとする関係省庁が実施している大規

模調査を因果効果の検証に適した設計に改善していくとともに、収集された個票データを

広く研究者等が分析に用いることができるよう公開する環境整備を進める。 

・他方で、教育領域における政策目標は、経済的な効率性だけでなく社会的な公正性の実

現にも向けられており、善き生をすべて最終的に金銭的価値（財政投入の効率性）に変換

可能な資源として理解するアプローチのみによる政策評価には限界がある。したがって、

エビデンス・ベースでの政策立案・政策評価に不可欠の科学的手法として、質的調査にも

とづく定性的分析を重視する。 

・教育予算の対 GDPを、段階的に、先進諸国の平均並みに引き上げるための予算措置を講

じる（図 4）。 
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（図 4 教育費の GDP に対する割合（国立教育政策研究所「学術振興施策に資するための大

学への投資効果等に関する調査研究報告書（科学研究費補助金（特別研究促進費））」

2013年、第 8章より転載）） 

 

・階層間格差を是正するための平等主義的な教育政策を多角的に立案・実現するととも

に、人種的・民族的・性的等の差異・多様性を十分に尊重した多文化主義教育を導入す

る。 

・すでに日本でも批准されている「子どもの権利条約」の理念に基づいて、日本に在住す

るすべての国籍の子どもの学習権を保障できる教育政策の立案・実行を進める。 

 

⇒就学前教育 

・すでに実証済である幼児教育の階層間格差是正に対する有効性（図 5）に鑑みて、幼児

教育（就学前教育）の無償化を貧困層から段階的に実現する。その際、学習だけに注目す

るのではなく、貧困家庭の親に対する伴走型サポートや就労支援、十分な給付と一体化し

た包摂政策の一環として実行する。 
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（図 5 ペリー実験の経済効果（大竹文雄「就学前教育の投資効果から見た幼児教育の意

義─就学前教育が貧困の連鎖を断つ鍵となる─」『BERD』 NO.16, pp.30-32, 2009年 3月

より転載）） 

 

⇒初等中等教育 

・言語・科学教育に関するカリキュラムを市民的・職業的・即自的レリバンスの観点から

再編する。ここには、いわゆるクリティカル・シンキング教育、特に、確率・統計的なリ

スクを伴う事象を社会的・科学的視点の双方から扱えるような学際的な科学リテラシー、

および権力機構を賢明にチェックすることができる市民性の養成に資するカリキュラムの

策定が含まれる。 

・中等教育機関や高等教育機関で実効的な職業教育を受けられる環境を拡充する。その際

には、それが階層の固定化に繋がることなく、急激な産業転換にも対応できるように、特

定の職業に対応する特殊スキルを学ぶ機会と、一般スキルの形成につながるアカデミック

な知識を学ぶ機会とがバランスよく配置され、二つのルートの間に柔軟な移動可能性が確

保されていることが求められる（下記、社会教育の項目を参照）。 

・大学入試を抜本的に改革する。ただし、これを新たな共通試験実施のような標準化を軸

にするのではなく、高校主体の大学受験資格試験の実施と、大学による多様な選抜方法の

模索という分権化・多様化を軸に進める。これに伴い大学における入学審査局(AO)の設置

を義務付け、これに伴う予算措置を講じる。 

・高等学校授業料の無償化を、いわゆる一条校に限らず朝鮮学校を含めて全面化するとと

もに、私立高等学校授業料の累進的減額を図る。 

・障害を持つ者を、持たない者の学習の場から排除している現行の特別支援学校制度を見

直し、「障がい者の権利に関する条約」の理念に鑑み、真のインクルーシブ教育の段階的
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実現に向けた政策を立案・実行する。 

・初等中等教育において、学校規模・学級規模に関するパイロット・スクールを設置し、

いわゆる少人数教育を含む適正規模教育をモデル化する。 

 

⇒高等教育 

・日本の大学教育の私的負担の高さが異常であるという現状（図 6）を踏まえ、高等教育

の無償化もしくは給付型奨学金の充実を早急に行う。このために、一定規模を超える企業

への奨学寄付の義務化と減税措置等の必要な措置を講じる。 

 

 

（図 6 高等教育費の負担割合（国立教育政策研究所「学術振興施策に資するための大学

への投資効果等に関する調査研究報告書（科学研究費補助金（特別研究促進費））」2013

年、第 8章より転載）） 

 

・多様な進学パターンでの大学教育を保証するためにも、初等・中等教育との連続性の観

点からも、日本における理工系教育の底上げのためにも、大学のリメディアル教育に関連

する支援策を講じる。なお、職業教育に関しては、上記「初等中等教育」の 2番目の項を

参照。 

 

⇒社会教育 

・これまで内部労働市場を前提とした OJTに委ねられてきた人的資本形成が、雇用の流動

化によって十分機能しなくなってきたことを踏まえ、企業の外部でスキル形成ができる環

境を整備するため、求職者支援制度を拡充し、スキル形成の機会を奪われている非正規労

働者が広く利用できるようにする。 
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2-2. 研究分野 

 

・大学の知の探究は、特定の政策課題や産業上の要請にとどまらない広さと自律性とを確

保する。世界大学ランキングを指標とした数値目標の設定のような国家レベルでの政策目

標により集権的大学改革を進めるのではなく、あくまで個々の大学の戦略的な判断を尊重

することで学問研究の自律性を確保する。 

・大学の基盤経費削減および競争資金における間接経費の圧縮を見直し、思いきった増額

を図る。同時に、各大学の自主性に任せた弾力的な運用を可能にする規制緩和を行う。 

・人文社会科学系の研究成果を、人権・ジェンダー・地域的多様性への配慮のため積極的

に活かしていく姿勢が、今後先進諸国で求められるイノベーションを牽引することになる

という点に十分配慮した政策を立案する。 

・博士課程在学中も含めて、若手研究人材のキャリアパスを欧米諸国と比較して遜色のな

いものとする。とりわけ、現行の制度では博士課程修了もしくは退学の後、失業給付のよ

うな社会保障を受ける権利を持たないまま社会に放り出されてしまう。これに対し、欧米

諸国では博士課程在学中から大学に雇用されるのと等しい待遇となるため、給与を得て、

労働者としての社会保障も得られる（参考1： http://blogos.com/article/133572/  参

考2：博士課程学生が労働法上失業給付の対象となることを示したフランス政府教育研究

省の回答 http://cjc.jeunes-chercheurs.org/faq/20130530-note-mesr-chomage-

doctorants-contractuels.pdf）。この待遇の違いから、近い将来国外に頭脳流出が起き

る危険性も示唆されている。 

http://blogos.com/article/133572/

