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はじめに 

 ニクラス・ルーマンは、近代社会を機能的分化社会と捉えている。それは、

それ以前の環節的分化社会、および成層的分化社会から区別される。そして、

ルーマンによれば、社会の要素が個々人ではなく、コミュニケーションであ

る。コミュニケーションの作動は心理システムの作動に還元されるものでは

なく、新しく創発されたものである。そしてコミュニケーションのネットワ

ークが社会を構成するのである。近代社会が機能的分化社会であるというこ

とは、それ自体が一つの社会システムであると同時に、経済、政治、科学（真

理）、教育など、特定の機能を果たすサブシステムに分化しているということ

である。それぞれのサブシステムは閉鎖的かつ自律的に作動しており、全体

を統合するものはない。 

ところが、近年、国家の政治的・経済的課題を教育制度改革によって達成

しようとする傾向が以前にもまして強まっている。そのために、教育システ

ムが政治や経済に従属して作動しているように見える。このことは、個々の

サブシステムは閉鎖的かつ自律的に作動するという、上記のルーマンの記述

に矛盾するように見える。果たしてそうなのか。いやむしろ、私たちはルー

マンの記述を原理的なものと見なすことによって、現実に起きていることを

より明確に理解することが可能になるであろう。 
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教育への政治的圧力は、教育学者や教師の間で戦後ずっと、反教育的なも

のとして問題視されてきた。また、1960 年代には経済的圧力も、経済発展を

目指す能力主義的な教育政策の反教育性として、批判され始めた。しかしな

がら、そうした判断は、社会の潮流を変えるだけの力はなく、1980 年代から

の新自由主義的教育政策は、日本の教育界に暗い影を落としている。さらに、

今世紀に入って、それは学校の組織自体を企業型に改変するまでになり、教

育システムばかりか、教員の心理システムの健全性も危険にさらしている。 

したがって、現在の学校で教員が実感している困難さは、教育問題として

だけ扱うのでは不十分であることは明らかである。経済や政治が抱える問題

として論じられなければならない。しかし、そのことは、これまでの教育言

説の常識であった。日本の教育政策は、教育に見識のある者達の意見より、

経済発展や国の誇りの回復といった、財・政界の教育要求に大きく影響され

てきた、ということが批判されてきた。いわば、教育システムは、政治シス

テムや経済システムからの一方的な被害者ということであった。はたしてそ

れが全てなのだろうか。システムどうしの影響関係を見極めるためには、も

う少し正確なシステムの理解が必要と思われる。教育システムの破壊を回避

するには、そのようにしか教育システムの環境となりえないでいる、経済や

政治システムの在り方そのものが、それらの内部から問い直される必要があ

る。 

 昨年（2014 年）亡くなった宇沢弘文氏は、その点で教育関係者にとって一

つの希望である。宇沢氏はアメリカで学び、何度もノーベル賞候補にもなっ

た世界的な経済学者であったが、経済優先、効率優先の社会の批判者となっ

た。水俣病をきっかけに環境問題に取り組み、新しい農漁村の在り方を探っ

た。政府と反対派農民が 30 年に亘って対峙した成田空港問題では、「隅谷調

査団」のメンバーとして、社会的正義にかなった解決を目指した。そして、

「成田空港問題シンポジウム」の議論を、強引な空港建設に対し国の謝罪を

求めるという結論へと導いた。その過程で、彼は、大地に根差した農業の重
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要性を自覚し、農の営みを通じて個人の尊厳や自然との共生を目指そうとす

る成田の農民たちと深いつながりを持った。 

加えて、そのポスト資本主義的な新たな経済・社会のビジョンには教育が

重要な要素して含まれている。宇沢氏の思想の中には、教育関係者の間でも

著名なＪ・デューイのリベラリズムの思想が流れている。その「社会的共通

資本」というコンセプトは、教育の危機的現状からの脱出に必要な想像力を

与えてくれる。もちろん、宇沢氏の教育についての記述は経済学的なそれよ

りはるかに少ないが、その現状批判は本質的であり、的確である。 

 

1．社会的共通資本の考えからみた学校制度の現状  

 宇沢氏の見るところでは、２０世紀末の日本の社会的・文化的・経済的な

大きな変化は深刻で広範な混乱・混迷状態を引き起こしている。その象徴と

言うべきものが学校教育の分野の現状である。陰惨ないじめ、不登校、荒れ

た果てた教室、少年犯罪などは学校教育の表面的な症状にすぎず、その深層

にはもっと深刻な病巣が存在している。いくつもの臓器に転移した末期がん

の患者に譬えられているその状態の根元にあるのは、「教育制度という私たち

にとってもっとも大事な社会的共通資本を、官僚的に管理したり、あるいは

反社会的な考え方にもとづいて粗末に取り扱ってきた」りした、という事実

である（１）。すなわちその元凶は、学校教育を社会にとっても最も大切な「社

会的共通資本（Social Overhead Capital）」と考えないで、市場基準を無批

判に適用し競争原理を導入したり、あるいは、国旗・国歌を法制化し、教育

勅語の精神を復活させ、官僚的基準にしたがって学校教育を管理しようした

りする、一部の政治家達の浅慮である。 

 「社会的共通資本」とは、宇沢氏によれば、「一つの国ないし特定の地域に

住むすべての人々が、ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人

間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持することを可能にするような社

会的装置」のことである（２）。それは、一人ひとりの人間的尊厳を守り、魂
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の自立を支え、市民の基本的権利を最大限に維持するために必須なものであ

る。またそれゆえ、社会全体の共通の財産として社会的な基準にしたがって

管理・運営されるべきものである。 

「社会的共通資本」は、自然環境、社会的インフラストラクチャー、制度

資本に分けられる。教育は、医療・金融・司法・行政と並ぶ制度資本である。

そしてそれらの中でも宇沢氏が重要と考えるのが、教育と医療である。そし

て、社会的共通資本の管理・運営は、政治や経済のシステムから独立した，

専門的知見や職業的規律に従って自律的に行動できる機構によってなされる。

その権限は市民社会の信託（fiduciary）によって生じる。また政府の役割は、

様々な種類の社会的共通資本の管理・運営がその原則に忠実に行われるよう

管理し、それらの間の財政的バランスを保つことに限定される（３）。 

 社会的共通資本の考え方は、ヴェブレンの唱えた制度主義に源があるとさ

れる。制度主義は、市場原理主義に対抗するコンセプトである。そして、そ

の思想的根拠はデューイのリベラリズムの思想である。それゆえ、制度主義

は、国家によるコントロールとも対立するものである。つまり、一人ひとり

の市民的自由が保障され、人間的尊厳や職業倫理が守られ、安定的・調和的

な経済発展が実現するような理想的な経済のありかたが求められているので

ある。そうした経済は、国家主義、マルクス主義、市場原理主義といった何

かの普遍的な原理による経済ではなく、それぞれの地域のもつ倫理的、社会

的、文化的、自然的な諸条件の交錯から作られ、その発展段階や社会意識の

変革に対応して常に変化していくものである（４）。 

 

2．リベラリズムの教育理念と学校の現実 

 宇沢氏は、デューイの教育思想に依拠して、「教育とは、一人一人の子ども

のもっている多様な先天的、後天的資質をできるだけ生かし、その能力を出

きるだけ伸ばし、発展させ、実り多い、幸福な人生を送ることができる一人

の人間として成長することをたすけるもの」と述べている。先天的、後天的
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であろうと子どもの能力はきわめて多様である。個性的だと言ってもよいが、

そのアスピレーション、夢もまた個性的で、多様な形態をもつ。したがって、

比較や順位付けは原理的に不可能であり、教育とは異質の行為である。そし

て、多様な社会的、経済的、文化的背景をもった子どもたちが一緒に学び、

遊ぶことができるような場を提供するのが学校の役割である。 

チョムスキーは言語の生得的な（innate）理解力があるとしたが、元々数

学者であった宇沢氏は数学も同様だとし、さらにどの分野にもそうした根源

的な理解力があるとする。そしてそれを「知性、感性の蕾」と呼んでいる。

したがって、｢教育｣とは、極めてデリケートで壊れやすいその蕾みに適切な

刺激を与え養分を供給して、社会的人間という大きな花にまで育てることで

ある。宇沢氏は日本の教育を以下のように批判する。 

日本の現行の学校教育制度は、一人一人の子どもがもっている知性、感

性の蕾のデリカシーに対する適切な配慮を欠き、数多くの子どもたちの

心を傷つけ、その身体を蝕んできたと言わざるを得ない。そして、日本

の社会は、この学校教育制度の必然的な帰結として、文化的、社会的、

そして人間的観点からきわめて殺伐な、俗悪なものとなってしまったの

である（５）。 

 また、デューイの『民主主義と教育』を引きながら、学校制度は、人格発

達の機能以外にも、社会的統合、平等化の機能を有するとする。社会的統合

とは、「社会が必要とする経済的、政治的、文化的役割を果たすことができる

ような社会人としての人間的成長を可能にすること」である。そこで言われ

る「社会」とは、家族などの生れついた社会的集団を超えたものである。 

学校の平等化の機能とは、「社会的、経済的体制が必然的に生み出す不平等

を効果的に是正する」というもので、こうした機会の平等化によって社会的、

経済的矛盾を相殺するという考えは、リベラル派の教育思想家や教師の多く

が信念としてもっているものである。そして、人格発達ばかりでなく、社会

的統合や平等化に関しても、一人ひとりの子どもたちに与える教育効果を単
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一の尺度では測れない。それゆえに学校教育のパフォーマンスを一元的に測

ることはできない、としている（６）。 

 このようなデューイの教育理念は、20 世紀前半を通じて、アメリカの学校

制度の基本的性格として現実化していた。しかしそれは、宇沢氏によれば、

ベトナム戦争以降のアメリカの社会の倫理的崩壊、社会的混乱によって変質

した。平等主義的な教育理念に基づく学校教育制度は、「現実の非人間的、収

奪的状況のもとで、逆にアメリカ社会のもつ社会的矛盾、経済的不平等、文

化的俗悪さをそのまま反映し、拡大再生産する社会的装置としての役割をは

たすことになった」のである（７）。 

 

3．ヴェブレンの大学論 

 宇沢氏は、ヴェブレンの大学論も、「社会的共通資本」の意義を明らかにす

るために取り上げている。『アメリカにおける高等教育』(1916)でヴェブレン

は、大学を「真理としての（esoteric、秘教的な）知識」を蓄積している組

織であり、文明社会にとって中枢的な位置を占めるものであると述べている。

そこでは、専門家によって真理が追求されているのであるが、真理の蓄積・

維持を担当する専門家集団は、「自由な知識欲と職人気質（idle curiosity,  

instinct of workmanship）」という二つの特性をもつ。そのような人々を集

めた組織は、具体的な形はさまざまであっても、文明社会には普遍的に存在

するのである。 

 近代の大学は高等教育の機関としても位置づけられている。しかし、宇沢

氏によれば、それは副次的な機能である。学生の教育に大学の研究が良い影

響を与えることはあり得るが、大学は本来、「他の実利的、実用的な目的から

全く独立して、知識の探求のみを行う場」であることに、存在理由があるの

である（８）。そのためには、大学の自主性、内発性が確保されなければなら

ない。そしてそれを担保するためには、教授人事、研究、講義、カリキュラ

ム、入学者の選抜方法・基準などが、大学によって自主的に決定されなけれ
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ばならない。そのような大学の自由をいかに守るかは、世界の大学人に共通

する問題意識である。 

 宇沢氏が見るところでは、サッチャー政権の教育改革以前のイギリスの大

学はあるべき姿をしていた。政府は資金を出しても研究や教育の自律性は尊

重した。あるいは大学自身が十分な基金を持っていた。そのことが、教師達

にも学生達にも、その自由闊達な雰囲気の中で豊かに交流することを可能に

していた。そして、自然科学、人文科学、社会科学の多くの分野で独創的、

進取的な研究を生み出していたのである。 

 ところが、1980 年代に強まった新自由主義、市場原理主義の教育政策によ

ってこうした良き大学は変質した。大学に自由がなくなったのである。アメ

リカでも、大学は利潤追求という資本主義の至上目的を追求するように迫ら

れ、同様に自由を失っていった。そして、その動きは日本の大学にも及び、

自主性、主体性を喪失させられている。宇沢氏によれば、多くの学問分野で

世界的に優れた働きをしてきた大学は日本にも多いが、今の大学改革でそれ

が完全に失われてしまうことが危惧される。 

 

4．法人資本主義と学校制度 

 2004 年の国立大学法人化以来、大学は、「社会の要請」と言われているも

のに歩調を合わせようと必死に改革を進めている。ところが、そうした中で、

大学の本質が失われているという思いを抱いて退職する教員も少なくないの

である。彼らがそうしたのは、教育にも研究にも資本主義的な発想が浸透し、

大学本来のあり方が歪められてしまった、と感じるからである。私立か国公

立かを問わず、大学は企業の求める人材の養成こそが至上の使命のようにな

っている。それに慣らされてしまった耳には、宇沢氏の大学論は、学生の教

育に不熱心な戯言に聞こえてしまうかもしれない。しかしそうだろうか。 

 最初に述べたように、近代社会は機能的分化社会である。特定の機能を果

たすサブシステムがいくつか分出し、重なっている。その一つが科学システ
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ムであり、メディアは「真理」である（真か偽かを基本としたコミュニケー

ションが行われている）。そして、大学は科学システムの中心である。経済や

政治システムとは異なる機能を果たすがゆえに、大学は社会全体のバランス

の良い作動に貢献しているのである。企業の求める労働力の育成は大学が果

たすべき機能の一つでしかない。正確に言うならば、学生の教育は、大学の

教育システムとしての機能であり、科学システムとしての機能ではない。そ

してこの、大学がたんに教育システムではないということが、学生に、言語

化は困難であるが豊かな影響を与えてきたのである。 

リベラル派の教育理念やヴェブレンの大学の理念は、資本主義的な経済シ

ステムによって、変質させられ、その価値を感じ取りにくくなっているが、

今こそ復権すべきものであると思う。宇沢氏の教育論や大学論を敗者のノス

タルジーの所産と見なすのではなく、未来を志向するものとして受け止める

のである。市場や「公」とは違う共同性、つまり、ポスト資本主義の社会構

想と有機的な関連を持つものとしてである。 

 アメリカ的資本主義、つまり、法人資本主義と教育制度との関係を分析し

た、ボウルズとギンタスの『アメリカ資本主義と学校教育―教育改革と経済

制度の矛盾―』を宇沢氏は邦訳している。著者達はラジカル・エコノミック

スという新しい経済学の考え方に立ち、宇沢氏とは異なるが、ボウルズと宇

沢氏は、ともに新古典派経済学を学び、研究をした仲である。そして二人と

も古典派経済学に批判的になり、ボウルズはさらにマルクス経済学の概念的

枠組みを取り入れるようになった。だが、アメリカの教育改革運動がなぜ成

功しなかったのかという同書の分析は、宇沢氏にとっても有用なものだった。 

 この本の基本的視点は、宇沢氏の言葉を借りれば、「アメリカの教育制度が、

アメリカ資本主義の社会的生産関係と資本蓄積、再生産の過程を反映したも

のであって、経済制度の矛盾がそのまま教育制度の矛盾となって現れている」

というものである（９）。歴史資料や統計資料を駆使した精緻な研究であり、

ことにリベラリズムの教育理論が 1960 年代に入ってなぜ変質したのかがよ
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く分析されている。 

 ベトナム戦争、人種問題、都市問題がアメリカ社会に影を落とすようにな

る 1960 年代は、リベラリズムの教育理念の価値はまだ認められてはいたも

のの、専門技術主義＝能力主義の考えが強まっていった。初等教育から大学

まで、学校教育が労働の生産性に及ぼす効果が注目されるようになったのだ。

その考えのもとでは、所得、地位、権力は学校を通じて発達した個人の知的・

身体的能力によると見なされる。したがって、資本主義社会の富の分配の不

平等は学校教育の機会の平等化によって解決する、とする。そして、ヘッド

スタートなど、そのための様々な試みがなされたが、皆失敗した。そのため、

経済的不平等は教育ではなく、ＩＱ指数との関係が深い、それは主に遺伝的

に決定されるとする理論も現れた。しかしこれも、統計学的な根拠から否定

されてゆく。そして人々は、学校制度によって平等は実現しない、むしろ学

校は不平等を拡大化している、と見なすようになっていった。そしてその諸

原因を説明する理論がいくつか現れたが、その中で最も影響力の大きかった

のは、ボウルズ・ギンタスによれば、法人資本主義の繁栄であった。 

 法人資本主義の体制のもとでは、社会的生産関係は、ヒエラルキー的分業

が基本であり、官僚制的に管理されている。どんなことでも判断の権限は上

司にある。他方で教育は、社会的統合、平等化、人格的発達という、民主的

な機能を発揮することが求められている。それゆえ、上記のような非民主主

義的な法人資本主義とは元々、相容れないのである。しかし、法人資本主義

体制の影響下の学校制度は、それに圧倒される。ヒエラルキー的分業のもつ

非民主的、抑圧的な性格を一層強めて行く方向に作用するのである（１０）。 

 「抑圧、個人の無力化、所得の不平等、機会の不均等は歴史的に見て、教

育制度に起因するものではないし、不平等で抑圧的な今日の学校から生み出

されたものではない。抑圧と不平等の根源は、資本主義経済の構造と機能の

なかにある（１１）」。にもかかわらず、リベラリズムは法人資本主義という制

度の改革抜きに教育制度だけ改革しようとしたのであって、失敗は必然で
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あった、というのが、ボウルズとギンタスの結論である。 

 こうした認識を宇沢氏は共有している。だが、変革の方向については、マ

ルクス主義に親和的なボウルズとギンタスとは別の道を宇沢氏は模索した。

それが「社会的共通資本（Social Overhead Capital）」という考え方であっ

た。普遍的な理論から変革の方途を導出したり、国家的な統制に期待するの

ではなく、具体的、特殊的、民主的な、草の根からの変革の可能性に期待し

たのである。 

 

5．法人資本主義の日本の教育への浸透 

 周知のように、戦後の日本の教育改革はリベラリズムの教育改革の流れを

汲むものだった。早くも 1950 年代に入ると、学校制度の国家管理が強まり、

教育の民主化の動きは鈍らされていった。そして、それに対抗する運動が起

き、教員組合対文部省という対立軸が長く続いた。そうした中で、教育学の

中でもマルクス主義が一定の力を持った。そのため、最後には、日教組が分

裂することになった。その間、教育研究者には文部省に批判的な人が多かっ

たが、研究関心は、一方では非常に抽象的原理主義的な議論から教育政策を

批判し、他方では、教育実践・方法だけに視野を限定するという、分裂した

傾向が生み出されてきたように思う。思想や社会的なことで発言したのは主

に前者だが、彼らにとって、リベラリズムは既に乗り越えられた思想であり、

失敗した理由もボウルズ・ギンタスの研究を待つまでもなく、自明なことで

あった。しかし、彼らも含めて、学校卒業後に多くの人が就職する会社の問

題性は、あまり意識されることはなかった。もちろん、財界批判は盛んにな

されたが、一般的な観点からであり、具体的に就職の際どのような問題に直

面するかという形で、法人資本主義が問題にされることはなかった。そうし

たことが、組合運動の退潮とも相俟って、今日の教育の新自由主義的改革に

対する抵抗力を削いでいるのである。 

宇沢氏以外にも、経済や経営の分野で、自らが属している組織や価値観を
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反省的に考察する人々がいる。たとえば、奥村宏氏はそのようにして教育学

の盲点を気づかせてくれる。奥村氏によれば、法人資本主義というは、平た

く言えば「会社本位」ということである。就職するといえば「会社」に入る

というのが普通であり、非会社人は人間でないかのような印象がある。家族

の生活費もそこから得ており、皆会社との何からの関わりで生きている。会

社とは民間企業のことだが、法律によって法人格が与えられており、戦後の

日本では自然人（個々の人間）に対する法人の力が目立って強くなった。富

が法人に集中してゆき、政治献金をなどを通じて政治を取り込み、さらに出

版、コンサート、シンポジウム、美術館といった文化も取り込んで行った。

そして、教育の会社化も激しいテンポで進展していったのである。 

 奥村氏の指摘では、教科書問題がエスカレートするきっかけを作ったのは

法人（日本貿易協会や経団連）で、中学の社会科教科書の企業批判的な記事

を排除させようとした。校内暴力についても、新入社員の勤労観に影響し、

会社にマイナスになるとして、問題視した。さらに、より積極的に、教員を

招いて研修させようとした。会社主義は大学においてはさらに浸透している。

研究面では、大学自体が就職の成績をよくするために大企業に受け入れやす

いような教育をし、産学協同は自然科学系をはじめとして他の分野でも公然

と大規模に行われているが、教育面では、大学教育全体が就職の準備のよう

になっている（１２）。大企業の意向に沿うか否かが、教育内容について判断す

る際の最も重要な基準となっているのである。 

 この趨勢は 21 世紀に入ってますます強まり、学校組織自体も企業型への

改編を迫られた。いわゆるむき出しの法人資本主義、市場原理主義の浸透で

ある。そしてＰＤＣＡサイクルが奨励されるなどして、目的の是非について

は考えず、いかに効率よく目的を実現するかということだけを考えるように

なっている。 

 また、自ら会社をいくつか作り、株式資本主義の世界で生きてきた平川克

美氏も、会社の性格を見極める中で、それを人間の生全体の中で位置づけな
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おす必要を感じている。肥大化した法人資本主義が人間に与える影響が大き

くなりすぎたからである。現代の企業は株式会社のことだと考えてもよいだ

ろう。株式会社とは会社の所有と経営が分離されており、事業拡大のための

資金を広く集めやすい、つまり金儲けの欲望を肯定し、際限なく解放してい

く仕組みである。平川氏によれば、「企業の社会性、秩序、職業倫理よりも、

できるだけ早く、できるだけ大きな利潤を求めることを優先させることにな

った。それは社会総体から見れば、リスク増大の可能性が増したということ

である。つまり、多少のルール違反や、環境や人権の毀損があっても、利益

が上がればよいと思う経営者が増えるリスクである。いや、そればリスクで

はなく、必然と言ってよいかもしれない（１３）」。さらに、「今や、世界を駆動

する最も重要な牽引力である会社が、実は先天的に病んでいて、私たちはそ

こに縛り付けられている」とさえ述べている（１４）。そして、時間の短縮化な

ど、企業活動によって生活の利便性が高まった面もあるが、豊かさの尺度は

利便性の尺度とは異なるとして、さらに、教育は、利潤への効率性だけでは

もたらせない人間的豊かさと関わっている、とする。 

 生活必需品は行きわたり、ビジネスのチャンスは、消費者の欲望を掻き立

てないと生まれず、利潤の獲得はサービスや機能やデザインの差異の発案に

掛かっている。そのため、利潤の増大のみを動機とする傾向がますます強ま

っている。こうした法人資本主義がもたらす弊害は、モノの生産抜きに成立

する金融商品の登場によってその深刻さをさらに増している。 

教育においても、商品化も近年非常に進行している。たとえば、かつては

日本では希望を込めて見られたこともあったバウチャー制やチャーター・ス

クールが、いかにアメリカの公教育を破壊してきたかも知られるようになっ

た（１５）。日本では、合併を通じて成長した大手受験産業が、公教育との結び

つきを強め、試験やその結果のデータの提供だけでなく、教育全体のコンサ

ルティティング企業として成長している(１６)。PISA の影響下に始まった全国

学力学習状況調査や、その対策として 7 割の県で実施されているテストに、
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そうした企業は深く関わり、内容的にも影響を与えている。そして、そうし

たことを通して、学校の日常の教育実践を変質させている（１７）。 

 

6．来るべき生き方への想像力と教育 

佐々木賢氏は、以前から近代教育制度の限界に自覚的な教員・教育研究者

であったが、『現代思想』の宇沢弘文の総特集号（『臨時増刊号』2015 年 3

月号）に「経済と教育」という論文を寄稿している。また、「次世代への提言」

（『現代思想』2015 年 4 月号 教育クライシスの特集号）という論文も執筆

している。それらは、日本を含む先進国に広がっている貧困や格差、非人間

的な労働、教育の商品化の深刻さなどを根拠に、資本主義がもはや最末期に

来ているとするものである。たとえば、「女子高校生｣の商品化を取り上げ、

「ＪＫ産業を生み出す現代社会は資本主義の末期症状だ。女子高校生は商品

ではない。資本が投資先を失い、必要ないものを必要と思わせ売りつけ、商

品でないものを商品化している」と述べている（１８）。 

佐々木氏は、現代を、国民国家も含めて社会的なものの多くが機能不全に

陥っており、社会全体のパラダイムの転換点であると捉える。ピケティ、ブ

クチン、オジャランといった名もあげながら、もはや自滅する運命にある欠

陥システムにすがるのではなく、エコロジーと自由意志、個人主義の要素を

加えた社会変革理論を構想しなければならない、とする。また、農民作家の

山下惣一氏、旋盤工で作家の小関智弘氏、夕張市の財政再建事業などに触れ

ながら、自然や、自然としての人間性を損なわない労働の回復への可能性が

身近にあることも示唆している（１９）。 

佐々木氏ほど明示的に語らないまでも、同じような思いを抱いている教育

関係者は潜在的にはかなりありそうである。たとえば、埼玉県の高校教員の

経験をもち、いわゆる「教育困難校」の生徒たちや貧困状態の若者に寄り添

う活動をしている青砥恭氏も、地域の職業教育の可能性に希望を見出してい

る。ナショナルカリキュラムではなく、地域の企業・行政・学校が連携して
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新しい職と地域づくりにつながるカリキュラム作りに知恵を出し合う、とい

うものだ（２０）。 

こうした声を、個別的なつぶやきのままにしておくのではなく、縒り合せ

ていくことができれば、宇沢氏が憂慮していた日本教育の現状を乗り越えて

いけるかもしれない。それは容易なことではないが、佐々木氏が宇沢氏を顕

彰する諸論文の著者の一人に加わっていたように、既存の言説空間の区分を

超える新たなコミュニケーションのネットワークが生み出されつつあるので

はないだろうか。 

宇沢氏の「社会的共通資本」という考え方は、いわば、自然システムと個

人の心理システム（精神）の健全性がつりあう新たな経済的システムのビジ

ョンであり、既存の社会システムを一気に全面的に改変しようとするよりも、

周辺で、可能な範囲で、その仕組みを増殖させていこうとしているように見

える。それは、今ではいろいろな分野でも言われるようになった、グローバ

ルでも、パブリックでもない、「共」を作り出そうという実践とも共通したこ

とである。 

ところで、ルーマンのシステム論では、各機能システムは自律的・閉鎖的

に作動することになっている。それでは、今起きていることはどのように説

明されるのだろうか。 

それは、各機能システムの内部に組織が成立している、とういことで説明

される。組織が成立すると、そこに金を出す権限を持つ他の機能システムの

介入が可能になるのである。  

組織は選択的に助成することを可能にし、したがって選択的に助成しな

いことも可能にし、その基準となる意思決定を、たとえば政治的影響力

のようなシステム外部の影響力の手が届くものにする。したがって、そ

れぞれが固有のコードのみに従い、さもなければそれと認められるよう

な固有作用を生み出させない、作動上閉鎖した自己言及的な機能システ

ムどうしの厳密な分離は、組織のレベルで、とりわけ組織間関係の網の
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目の中で妨害される（２１） 

今教育システムに起きているのは、まさにこのことである。それではどう

するか、という処方箋はルーマンは書かない。ただ起きていることをそれな

りの必然性を持つことを認めた上で、しっかりと見極めることであろう。そ

して、見極めた上でどうするかは、各人の決断に委ねられているのだと思う。 

 人目のつかぬ片隅でむせび泣くように泣くためではなく、暗闇での飛行

を開始するために、いまや知恵のシンボルとしてふくろうにわれわれは

勇気を与えることができるのである。われわれは、ふくろうのこうした

飛行がとどこおりなくおこなわれるように見張るための道具を有してい

るし、近代社会ないし現代社会が何であるのかを突き止めることがわれ

われの問題であることを自覚している（２２）。 

決断を委ねられた一人として現状を見渡してみると、圧倒的な流れに抵抗

している動きがないわけではない。佐々木氏の論文で取り上げられていた山

下惣一氏は農業、小関智弘氏は旋盤といった「手」の技能を持つ表現者であ

る。宇沢氏もそうだが、新たなコミュニケーション・ネットワークは、既存

のカテゴリーの超越者、換言すれば、機能的に分化したシステムの境界を自

由に飛び越える人々の言説から構成されるのかもしれない。 

群馬の山村で農作業をしながら哲学者としても活動している内山節氏も、

市場経済の中で勝ち負けを争うのではなく、やりがいのある仕事を支え合い

ながら作り出していくことの重要さを語っている。人と人がつながり合い、

人と自然が一体となった社会を目指そうという呼びかけである。内山氏によ

れば、この市場経済や国家のシステムに縛られない生き方、それぞれが生き

る場を持っているような生き方は、明治以降の日本の近代化に対する新たな

抵抗でもある。「ともに生きる社会」、「ともに生きる経済」への転換は、これ

までの社会や経済の仕組みやそのもとでの自分の生き方に「あきた」人々に

よってすでに様々な形で進行しているのである（２３）。 

とはいえ、一般の教員には、まだ充分な視界が開かれているようには思え



 
 

34 社会的共通資本としての教育システム 
 

ない。OECD の PISA やキー・コンピテンシーは、国際標準として日本の教

育政策に大きな影響を及ぼしている。キー・コンピテンシーは、生活場面で

役立つ能力を想定し、異質な文化の理解力、対話力、問題解決力、企画力と

いった、それ自体は誰でもがあったらよいと思うような内容である。しかし

それは、現実にはたんなる「学力向上」の圧力として作用する。PISA とそ

れと連動して重層化してきた国内のテスト体制下で、成績順位の向上を目指

せという要求は、教師たちにとって抗し難いものとなっているのである。 

しかし、2014 年には、OECD の担当官宛に、世界の教育関係者たちによ

る、PISA を批判し、中止を求める公開書簡が出ている（２４）。それは、PISA

やキー・コンピテンシーの技術的問題点や教育観の狭さを指摘しつつ、これ

までの OECD の「人的資本論」の延長にすぎないと批判している（２５）。 

キー・コンピテンシーの定義には「人生の成功と良好に機能する社会のた

めの」という言葉がついている。「持続可能な開発」という言葉も OECD は

使っている。いずれも、賛同すべきコンセプトに見える。しかし、それらの

根底には、多くの矛盾を抱えた資本主義経済を人間の力を増すことによって

延命し、さらに成長させるという発想がある。「持続可能」であることは開発

によって持続可能性を実現させる、ということである。経済成長なしに雇用

や平和はないという発想なのである（２６）。しかるに、「社会的共通資本」を

はじめとする「共」の思想は、成長よりも定常状態の経済モデルである。 

仮に教育で IT などの新分野での起業能力が高められたとしても、皆が成

功するとは限らない。スコット・A・シェーンの調査・研究によれば、IT 産

業で成功する人はむしろ例外で、短期間で消えてしまう方が多い。また、現

代のアメリカで起業される業種は、従来型の自家営業的なものがほとんどで

ある。そこでは、その業種に関する経験や知識は必要だが、特別な教育によ

って新たに養成しなくてはならないような能力はない（２７）。  

教育だけに視野が閉ざされていると、あらゆる場を市場化していく新自由

主義の流れには抗しがたいように感じてしまう。目標管理型の官僚制の圧力
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根底には、多くの矛盾を抱えた資本主義経済を人間の力を増すことによって

延命し、さらに成長させるという発想がある。「持続可能」であることは開発

によって持続可能性を実現させる、ということである。経済成長なしに雇用

や平和はないという発想なのである（２６）。しかるに、「社会的共通資本」を

はじめとする「共」の思想は、成長よりも定常状態の経済モデルである。 

仮に教育で IT などの新分野での起業能力が高められたとしても、皆が成

功するとは限らない。スコット・A・シェーンの調査・研究によれば、IT 産

業で成功する人はむしろ例外で、短期間で消えてしまう方が多い。また、現

代のアメリカで起業される業種は、従来型の自家営業的なものがほとんどで

ある。そこでは、その業種に関する経験や知識は必要だが、特別な教育によ

って新たに養成しなくてはならないような能力はない（２７）。  

教育だけに視野が閉ざされていると、あらゆる場を市場化していく新自由

主義の流れには抗しがたいように感じてしまう。目標管理型の官僚制の圧力
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の中で、教師は既存の社会へ子どもたちを適応させる以外の展望を持てない

でいる。おそらく、子ども自身も親もそれを望んでいるのである。だから、

学校で株の勉強をすることも先進的教育とされる。さらに、学校教育そのも

のを商品化する動きもある。 

生活の豊かさそのものを考え直し、今の経済システムに適応するのとは違

う選択肢もあり得るということが期待できなければ、そうした動向に対抗し

ていけない。経済学の中にも、そうした期待を抱かせる傾向がある。学問の

性格を見直し、自然や人間社会全体に相応しい経済を構想していこうとする

動きがある。 

たとえば、カール・ポランニーにもリーマンショック以来、新自由主義へ

の対抗軸の一つとなりうる重要な思想的源泉として注目が高まっているとい

う（２８）。ポランニーは、市場の原理をあてはめる事が出来ない領域を労働、

土地、貨幣としたのだが、宇沢氏の「社会的共通資本」という考え方はさら

にその範囲を広げたものである。そこには教育が含まれており、「三里塚農社」

の構想には、大学も含まれていた（２９）。 

今後 20 年もすれば、自動車の自動運転も可能になるであろう。機械に取

って代わられる労働はますます増えて行く。そして、機械化が進めば進むほ

ど、大資本が支配的な力を持つ。キー・コンピテンシーの獲得競争をしたと

ころで、貧富の差の拡大を抑えることにはならないだろう。それには、たと

えば地域通貨の試みのような、大資本に利益を吸い上げられない、もう一つ

の経済しくみが必要だ。そうした動きは小規模ながらもすでにある。そのよ

うな、私たちにとって本当に望ましい生き方、仕事の仕方などを身近な地域

から作っていく作業と結びついたとき、教育も教育たりうるだろう。 

 

おわりに 

 宇沢氏の経済思想が教育学にとって希望を与えてくれるものだと述べてき

たが、いくらか違和感を覚えたところもある。デューイにもそうした傾向が



 
 

36 社会的共通資本としての教育システム 
 

あるが、「行為」ということを人間の本質と考えていることだ。人間はアスピ

レーションを持ち、それを実現するために行動するというように。しかし、

定常状態を前提とした経済を考えるとき、もう少し別の人間像があってもよ

いのではないだろうか。この世界、自然を深く体験する、美的存在としての

人間である。英国シューマッハ―校の校長サティシュ・クマールによれば、

私たちは地球の客人であり、そのもてなしに相応して、つつしみや楽しみを

持つべきである（３０）。また、シュタイナー教育も、美的存在としての人間に

関わる。そのような人間像に従って生きることは、行為に節度を与えるであ

ろう。たとえば、アーミッシュの人々の生活は祈りと農と手仕事中心であり、

美的、精神的な喜びを大切にしている。そのような方向への根本的転換なし

に、環境負荷の少ない、しかも人間性がトータルにみたされる適正規模の経

済を生み出していくことはできないように思う（３１）。 

 日本にもかつて入会地があった。筆者も本から得た知識としては知ってい

たが、実際に出合ったのは、30 年ほど前、留学のためカナダ東海岸の古い町

ハリファクスに滞在したときだった。そこは広大な草地だったが、市民がの

んびりと陽に当たっていた。それは市の管理下にある公園だったのかもしれ

ないが、「コモンズ（Commons）」と呼ばれていた。いろいろな催しもそこ

で開かれていた。その一つに、反原爆や平和をテーマとする集まりがあった。

テーブルもいくつか持ち出され、折り紙の鶴を子どもたちと折っている人々

がいた。「ヒバクシャ（hibakusha）」という言葉も聞かれた。地域から世界

へつながる回路は、国やグローバル資本が席巻する市場以外にもあるという

ことを、今、その思い出とともに感じている。 

 また、学生たちは不要なものを持たないことを誇りしていた。カナダ各地

だけでなく、アジア、アフリカなど、旧英連邦からくる学生もたくさんいた

が、いずれも、何も持たずにやってきて、大学を去る時も旅装だけで出て行

く。大学も、卒業生に不要となった衣類、日用品などの物品を仲介していた。

互助的な活動を活発化する仕組みもあった。シェアハウスもあたり前だった。
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あるが、「行為」ということを人間の本質と考えていることだ。人間はアスピ

レーションを持ち、それを実現するために行動するというように。しかし、

定常状態を前提とした経済を考えるとき、もう少し別の人間像があってもよ

いのではないだろうか。この世界、自然を深く体験する、美的存在としての

人間である。英国シューマッハ―校の校長サティシュ・クマールによれば、

私たちは地球の客人であり、そのもてなしに相応して、つつしみや楽しみを

持つべきである（３０）。また、シュタイナー教育も、美的存在としての人間に

関わる。そのような人間像に従って生きることは、行為に節度を与えるであ

ろう。たとえば、アーミッシュの人々の生活は祈りと農と手仕事中心であり、

美的、精神的な喜びを大切にしている。そのような方向への根本的転換なし

に、環境負荷の少ない、しかも人間性がトータルにみたされる適正規模の経

済を生み出していくことはできないように思う（３１）。 

 日本にもかつて入会地があった。筆者も本から得た知識としては知ってい

たが、実際に出合ったのは、30 年ほど前、留学のためカナダ東海岸の古い町

ハリファクスに滞在したときだった。そこは広大な草地だったが、市民がの

んびりと陽に当たっていた。それは市の管理下にある公園だったのかもしれ

ないが、「コモンズ（Commons）」と呼ばれていた。いろいろな催しもそこ

で開かれていた。その一つに、反原爆や平和をテーマとする集まりがあった。

テーブルもいくつか持ち出され、折り紙の鶴を子どもたちと折っている人々

がいた。「ヒバクシャ（hibakusha）」という言葉も聞かれた。地域から世界

へつながる回路は、国やグローバル資本が席巻する市場以外にもあるという

ことを、今、その思い出とともに感じている。 

 また、学生たちは不要なものを持たないことを誇りしていた。カナダ各地

だけでなく、アジア、アフリカなど、旧英連邦からくる学生もたくさんいた

が、いずれも、何も持たずにやってきて、大学を去る時も旅装だけで出て行

く。大学も、卒業生に不要となった衣類、日用品などの物品を仲介していた。

互助的な活動を活発化する仕組みもあった。シェアハウスもあたり前だった。
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LGBT（性的少数者の総称）やハラスメントへの関心も筆者はそこで得た。

料理を持ち寄ってする気軽なパーティが頻繁に開かれており、教員、学生の

隔たりなく、交流の時間がたくさんあった。 

世界中の人々がアメリカ人のような生活をするには、地球がもう一つ必要

だと言われている。文明はすでに、エネルギーと物質の利用という点では、

限界を越えているのではないだろうか。日本の大学が既存の社会の推進者を

形成するだけでなく、来るべき社会への想像力を豊かにし、その担い手を育

てることができたら、人類にとって本当に役立つ機関になるのではないだろ

うか。 

 
注 

(1 ) 宇沢弘文『社会的共通資本』岩波新書 2000年 8頁。 

(2) 同書 4頁。 

(3) 同書 23頁。 

(4) 同書 20頁。 

(5) 同書 131頁。 

(6) 同書 134頁。 

(7) 同書 136頁。 

(8) 同書 151頁。 

(9) S.ボウルズ、H.ギンタス『アメリカ資本主義と学校教育―教育改革と経済制度の

矛盾』 岩波書店 2008年 v． 

(10) 同書 Ⅰ 86 頁。 

(11) 同書 Ⅰ 87～88頁。 

(12) 奥村宏『法人資本主義―「会社本位」の体系』 お茶の水書房 1984年 第一章

第一節。 

(13) 平川克美『株式会社としての病』NTT出版 2007年 50頁。 

(14) 同書 33頁。 



 
 

38 社会的共通資本としての教育システム 
 

(15) 堤未果「株式会社化する国家―奪われる私たちの選択肢」 『世界』 2013 年 11

月号。 

(16) 石井将「生徒・学校教育をとりまく教育産業の現在―「教育の商品化」の新しい

地平」『教育』2008 年 11月号。 

(17) 内原圭「学校をゆがめる行政の「学テ対策」『教育』2014年 10 月号。 

(18) 佐々木賢「経済と教育」『現代思想』2015年 3月臨時増刊号（総特集 宇沢弘文）。 

(19) 佐々木賢「次世代への提言」『現代思想』2015年 4月号 (特集 教育クライシス）。 

(20) 青砥恭「学校は不平等を再生産し続ける存在でいいのか」『教育』2010年 6月号。 

(21) N・ルーマン『社会の科学 2』法政大学出版 2009年 710～711 頁。 

(22) N・ルーマン『社会システム理論(下)』恒星社厚生閣 2001年 890頁。  

(23) 内山節「崩れゆく市場と国家の秩序からの解放―それぞれの〝生きる場″を求め

て」『世界』2015年 12月号。 

(24)http://www.theguardian.com/education/2014/may/06/oecd-pisa-test-damaging 

-education-academics(2014.5.7) 

(25) 八木英二「疑われる「学テ」と「PISA」の正統性」『教育』2014 年 10月号。 

(26) 広瀬純「地球は「企業」なのか」『週刊金曜日』 2013年 9月 20日号。 

(27) スコット・Ａ・シェ―ン『＜起業＞という幻想―アメリカンドリームの現実』白

水社 2011年。 

(28) 佐々木実「甦るカール・ポランニーの思想―人間の自由と市場システムの相克―」

『週刊金曜日』2015年 11月 6日号。 

(29) 西川潤「社会的共通資本（SOC）とコモンズ―宇沢経済学の現代的意義」『現代思

想』2015年 3月号。 

(30) 辻信一『英国シューマッハ―校のサティッシュ先生の 最高の人生をつくる授業』 

講談社 2013年。 

(31) 池田智『アーミッシュの人々―「従順」と「簡素」の文化』サイマル出版会 1995

年。 


	kitamuramitsuko.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 1.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 2.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 3.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 4.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 5.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 6.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 7.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 8.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 9.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 10.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 11.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 12.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 13.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 14.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 15.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 16.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 17.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 18.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 19.pdf
	駒澤大学教育学研究論集第31号_20160226s 20.pdf



