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大正期農村部における学校の社会的位相
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明治維新以降の日本が辿った近代化の途は、ムラ社会に生きる民衆を国

家へと馴致する過程として捉えることができる。この場合の国家とムラ社
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会の関係は、近代と前近代の対比をなすものであり、さらに、国家が人為

的に創作されたものであるが故に合理であったとするならば、ムラ社会は

自然状態であるが故に非合理なるものであったと図式化できる。換言すれ

ば、日本の近代化過程は、合理による非合理の抑圧、或いは制圧の過程で
あった。

もちろんその過程において、国家は文字どおりの合理であったわけでは

なく、また、民衆の価値が非合理に終始していたわけでもない。しかし、

国家が推し進めた近代化の原動力は、国家が自らを合理なるものと自認す

ることによってはじめて漣得されたものであり、国家による民衆の啓蒙な

いし善導という観点からは、非国家的価値は基本的に非合理として追放さ

れるべきものであった。

しかしながら日本近代国家は、ムラ社会の論理を完全に排除するわけに

はいかなかった。なぜなら日本近代国家が曲がりなりにも民衆の合意を取

り付けた政治装置として十全に機能するためには、国家が共同体に基礎付

けられた日常的生活共同態として機能することが不可欠であったからであ

り')、ムラ社会を成り立たせる「隣保協同ノ旧憤」を利用することなしに

は、国家に対する民衆の自発的献身を確保することが不可能であったから

である。

このことは日本近代国家が掲げた合理の実態が、前近代的な慣習の在り

様に強く規定されていたことを意味している。つまり、国家とムラ社会の

関係構図は合理対非合理として終始固定されるにしても、その意味内容は

相互規定的関係性のもと、歴史段階に応じ決定される変数に他ならないも

のであったということである。

ところで、このような日本近代化の過程において、近代学校は極めて重

要な役割を担うものであった。近代学校は近代知を配分する教育機関であ

ると同時に、国家価値を鼓吹する役割を一身に負わされた教化機関であっ

たのであり、近代知の伝授と教化が不可分に結びついたところに日本近代

学校の一つの特徴が指摘されるのである2)。

近代化過程において明治の学校が果たしたもう一つの重要な役割は、学
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校が、国家価値と民衆の価値の相互作用の場として機能したということで

ある。日本近代学校は、国家価値の一方的な鼓吹の帰趨として捉えられる

明治初年の学校騒擾を反省の契機とし、以後、国家価値を鼓吹するための

前提として、民衆の価値を取り込むことで存立基盤を確立しようとつとめ

た。すなわち、学校は国家と民衆を両極とする往復運動をなし、国家価値

を民衆的に翻訳し鼓吹するとともに、民衆の価値を近代化の戦略として国

家へと吸い上げる二重の翻訳作業をなしたのである。その過程において学

校は両者からの相対的自律性を獲得するとともに、両義的性格を帯び、両

者の緒節点として機能したのである。その意味ではある歴史段階における

学校の動態もまた、国家と民衆の関係構図によって決定される変数として

捉える必要が生じてくる。

このような視点から箪者はこれまで、明治初年以降大正期に至る学校の

動態を「学校の社会的位相」として考究してきた,)。そこで明らかになっ

たのは、明治初年において相克を見た国家（学校）と民衆は、明治中期に

おいてそれぞれの思惑を異にしながらも“自然村秩序の再編”という点で

互いに接点を持ち、学校はそこに存立基盤を求め、自らが国家価値と民衆

的価値の両義性を持つ擬制村的な役割を果たすことで(｢学校の擬似村化｣)、

民衆の自発性を喚起しつつ彼らを糾合していったということである。さら

に日露戦後の明治後期においては、学校によって擬制化された自然村秩序

が民衆の規範として指標化されるという意味において、学校は村落秩序を

逆規定する価値の体系的竣成となる（「村落の学校化」）。

すなわち、明治年間を通じて国家は地方名望家を中心とする旧慣に民衆

を再編することで民衆統合を図ろうとし`)、イエ・ムラが、なお統一的な

価値であった民衆にとっては、擬制的にであれ自然村秩序を培養する限り

において学校は親和的であり、連繋の対象であったのである。

明治期における学校の社会的位相は上述のように結論しうるが、しかし

ながら、大正期の分析には大きな課題を残している。第一次大戦後の大正

期は、民衆の消費志向が発現し、民衆の価値に変化が生じた時代であり、

既存のムラ社会論理に代わって「文化生活」「文明生活」という新たな理
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想的価値が形成され、それに応じ学校の社会的位相もまた変容し、学校は

それらの価値を獲得するための手段として位置付けられたことはこれまで

論究した`〕。しかしそこで明らかにした学校の社会的位相は、都市部およ

び都市志向性を持つ者を中心に形成されたものであり、農村部を十分に検

討した上で大正期の位相を究明したものではない。さらに、その考察は明

治期における国家・民衆・学校の関係構図を大正期にも援用するにとどま

り、その分析は当該期の歴史的特性に留意したものではなかった。

大正期において発現した民衆の新たな価値観は、たんに既存の価値の変

容というにとどまらず、それがイエ・ムラからの離脱傾向を内包している

点において、イエ・ムラを戦略化し創作した国家価値からの決定的な離反、

さらには、その形骸化をも意味していた。したがって当該期における学校

の社会的位相を究明する場合には、国家と民衆の関係構図の転換を十分に

留意する必要が生じてくるのである。

本稿はこの課題の克服を目的とし、大正期農村部における学校の社会的

位相を日露戦後に展開された地方改良運動から第一次大戦後に展開された

民力酒養運動への転換に着目して類型的に究明するものである。この過程

に注目する理由は以下の二点にある。

第一の点は、地方改良運動においては民衆の善導に際し協同一致して国

家価値の形成をなした内務省と文部省が、民力酒養運動に至ってはその同

調路線を乱し、両者の間に民衆のあるべき姿を策定する際の政策転換が生

じてくるということである。本稿は旧来型の国家価値を堅持する内務省と、

それを時代錯誤とし、新たな方向性を打ち出す文部省という国家価値の二

元化に注目する。

第二の点は、地方改良運動期においては、動揺したとはいえ、イエ・ム

ラが多くの民衆にとって唯一の価値規範であったのに対し、民力酒養運動

期には加えてそれに代わる新たな価値規範が登場したことである。第一次

大戦後は民衆の消費志向が顕現化するが、それは同時に、イエ・ムラとい

う梗桔からの離反をなす民衆の登場をも意味していた。そして民衆の消費

志向の一つの理想型として「生活」という新たな価値が文部省によって提
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示されるの。この「生活」の受けとめ方には都市一農村においてそれぞれ

の型があり、本稿では新たな民衆の価値もまた二元化した点に着目する。

以上の二点は大正期における国家価値と民衆の価値双方の変容、さらに

は国家と民衆の関係構図の変容さえも意味している。そして学校の動態も

また、これらと連動し変容した。大正期における学校の社会的位相は大き

く新旧二つの型に二元化するとともに、新たな型はさらに都市型・農村型

という二つの類型を内包することになるのである。

1．第一次大戦後の日本

第一次大戦後の日本は、近代から現代への「転形期」として指摘され

る7)。第一次大戦に勝利した日本は、世界資本主義の一環に組み込まれ、

大きな変動を余儀なくされた。政治的にはデモクラシーの影響を受けた普

選の希求と、治安維持法を前提としたその実現、産業・経済的には産業形

態の変化と農工比の逆転および独占資本の形成、社会的には労働者・小作

による階級闘争の多発などがあげられる。さらに、当該期は大衆社会の基

礎的条件として捉えられるマス・メディアの発達や高等教育の拡充を見る

など、第一次大戦後の日本社会には、近代から現代へと移行する際に不可

欠とされる幾つもの条件が現出しつつあった。

この状況を国家の側から問題把握するならば、それは「文明病」の蔓延

と「思想問題」の発生として集約できるB)。そして政府当局に対し未曾有

の危機感を与えたのは、何よりその最大要因である地方自治制の「不振」

であった,〕。第一次大戦後の日本近代国家は従来的な名望家支配体制の瓦

解という問題を抱え、名望家支配の再編・強化、ないし、それに代わる新

たな支配秩序の創作を喫緊の課題としたのである。

明治中期に制定・施行された地方自治制の盛衰は、以後、日本近代国家

にとって最大の関心事であった。地方の掌握は即ち民衆の掌握であり、し

たがってそれは、そのまま近代国家の基盤確立・維持という作業を意味し
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ていた・明治地方自治制の特質を一言で表せば、それは名望家支配であり、

日本近代国家はイエ・ムラの論理を民衆統治の戦略とすることで、天皇制

体制の確立および維持に努めたのであった。しかしながら第一次大戦後に

おける日本近代国家の動揺はイエ・ムラの瓦解を露呈するものであり、前

述した現代化状況の影響によって、その拠り所であった名望家秩序は崩壊

の危機に逢着したのである。

このような国家基盤の動揺に向けて、第一次大戦中から多くの臨時施策

が立ち現れた。臨時財政経済調査会、臨時教育会議、臨時法制審議会の設

置などはその一例である。これらの諸施策中、とりわけ臨時教育会議の影

響を受け、地方自治の不振を打開すべく第一次大戦後の動揺を思想の面か

ら鎮静化しようと展開されたのが、時の内相床次竹二郎による民力酒養運

動であった。

Ⅱ、地方改良運動から民力酒養運動へ

民力酒養運動は、大正八年三月に発せられた内務省訓令第九四号により

開始された。掲げられた五大要綱は以下の通りである囮)。

（一）立国の大儀を間明し団体の精華を発揚して健全なる国家観念を

養成すること

（－）立憲の思想を明圏にし自治の観念を陶冶して公共心を酒養し犠

牲の精神を旺盛ならしむること

（一）世界の大勢に順応して鋭意日新の修養を積ましむること

（一）相互偕和して彼此共済の実を挙けしめ以て軽進妄作の憾なから

しむること

（－）勤倹力行の美風を作興し生産の資金を増殖して生活の安定を期

せしむること

民力酒養運動は、この五大要綱を達成させるため内務省地方局が中心と

なりID、地方庁に専務官を配霞し、末端にまで張り巡らされた行政機構を

－１８９－
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徹底利用した思想善導運動であった胸)。その－番の眼目は地方自治の不振

を打開することにあり、国家的・社会的「資任＝義務」の遂行を円滑にす

ることにあった。

しかしながら民力酒養運動の前史ともいえる地方改良運動が13)、「日本

近代史上希に見る大規模な政治構造改革」と指摘されるのに対しM)、この

運動が日本近代史に与えたインパクトは決して大きくはない。これを本稿

の課題意識に照らしていうならば、民力栖養運動にあっては国家価値ない

し合理の絶対性が希薄であったといいうるのである。その要因として以下

の六点が考えうる。

第一にこの運動が、地方改良運動との重複を以て開始されたことである。

民力酒養運動は地方改良運動の再来を期して展開されたものであるが、実

際には地方改良運動との重複を以て開始された（地方改良運動の予算は大

正十二年まで計上されている）。その意味では、地方改良運動が報徳会運

動と深く結びつき、有効性については厳しく評価されるものの、「戊申詔

書」を錦の御旗とした明確な合理を持ち合わせていたのに対し、、民力酒

養運動はそのコンセプトないしスローガンを地方改良運動に依存し、その

展開を行政手法的に精織化させたものに過ぎなかったと指摘しうる鱒)。

第二に、これと関わって、民力酒養運動は民間有志のリーダーシップを

地方改良運動ほどには期待しえない状況にあった点である。しばしば推進

者の「熱情」が指摘される地方改良運動は、、「人」すなわち地方名望家

を推進主体とすることでさらなる「熱情」を醸成させることに成功したが、

都市化や投機対象の多様化にともなう在地名望家不在の民力酒養運動期に

あっては⑤、このような推進主体は望むべくもなかった。

第三に、仮に在地の名望家を確保しえたとしても、当該期の小作争議の

激化を考えれば、もはや「親方一子方」関係は戦略としての有効性を弱め

ていた。労資の協調を目指して設立された協調会の「設立趣意書」におい

てさえ「時勢の変転と思想の動揺とは今や徒に旧慣に拘泥して以て両者の

協調を期待するを許さず」と指摘されていることからもその窮状が窺え

る鰯)。それ故、民力酒養運動は必然的に公的機関の活用や行政手法の精繊
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化をはかり、その推進を行政当局による指揮一命令系統のなかで事務手続

き的に処理せざるをえなかった。

第四に、民力酒養運動もまた地方改良運動と同様に、民衆の組織化を以

て教化の実を挙げようとする団体主義的教化運動であったが、組織化自体

の有効性を発見し推進した地方改良運動に比して、民力酒養運動下の団体

は、折りからのデモクラシー状況を受け自主・自立への成熟期にあり劫、

行政補助機関としての機能を十分に果たすものではなかった。

第五に、地方改良運動は、その対象を明確に「地方」と限定付けたのに

対し、民力酒養運動は都市一農村の乖離を認識しながらも、その対象をい

ずれにも定めることができず、漫然と抽象的な徳目を掲げ展開したに過ぎ

ない。

第六点は、とりわけ注目されるのであるが、内務省と文部省が一体となっ

て推進した地方改良運動に比して、民力酒養運動にあっては、両者の歩調

に決定的な乖離が生じたということである。「国家観念ノ養成」「自治思

想ノ陶冶」を掲げながら、旧態依然とした「消費節約」「勤倹貯蓄」の鼓

吹に終始する内務省に対し2,、文部省は社会教育施策の実施過程において、

消費の合理的推進を説いた点で両省の掲げた国家価値には決定的な乖離が

見られる趣)。すなわち、民力酒養運動は、その展開の過程において新旧二

つの合理を抱え込んだのであり、ここに地方改良運動からの転換として注

目すべき国家価値の二元化が看取されるのである。

確かに、地方改良運動から民力酒養運動への転換は、表層的には決して

顕著なものではなかったが、以上に見た両運動の歴史的特質に着目するな

らば、その転換は決して看過できるものではない。とりわけ第六にあげた

国家価値の二元化は、民衆を伝統的な秩序意識に眠り込ませることが唯一

の処方菱であったそれまでの民衆統治政策にとって、その戦略上の大きな

分水嶺であったと指摘しうるのである。
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Ⅲ．国家価値の二元化

内務一文部両省は、明治年間を通じて民衆の思想善導を推進してきた二

大巨帥であった。実際には内務省によるリアルな問題把握と実行力に主導

され、文部省がそれに追従したといわざるをえない側面もあるが、いずれ

にしても両省は日露戦後の地方改良運動まで、ほぼ歩調を乱すことなく国

家価値の創作・鼓吹をなしてきたといえる国〕。ところが第一次大戦後の民

力酒養運動に至っては、両省の乖離が顕在化するようになった。この乖離

は、民力酒養運動と、その一翼として文部省が展開した生活改善運動にお

ける「生活」概念の相違によって明らかになる。

文部省訓令第六号（大正八年七月：食糧問題）、第七号（同八月：勤勉

治産の奨励）、第八号（同八月：消費節約）のいわゆる「国民生活に関す

る三訓令」によって開始された生活改善運動は、文部省普通学務局第四課

の「初仕事」と称されるものであり割)、民力酒養運動に呼応するかたちで

展開された思想善導運動である鐙)。同運動は第一次大戦後における国民思

想の混乱に対する深刻な危機感を内務省と共有し、生活様式の改善をなす

ことで、曰本の国際的競争力を栖養することを目的とするものであった雷)。

しかしながら、両運動が思想善導に際し提示した民衆のあるべき姿には、

方向性の異なる二つの方針を読みとることができる。国力の酒養と名望家

支配の再編による天皇制秩序体制の建て直しを課題とした民力酒養運動が、

国家本意の発想から、何より民衆の「軽挑浮薄」「享楽主義」「華著淫逸」

傾向を問題視し、国力酒養のために消費の制限をはかり地方改良運動以来

の「簡易生活」を提唱したのに対し幻)、基本的な問題把握を同じくしなが

らも、文部省は個人の消費生活の観点から函)、消費の合理的促進を呼びか

け国)、第一次大戦後の新たな文化とそれに見合う文化的な生活を民衆に提

唱したということである。

これはもとより両省における思考様式の相違であるともいえる。内務官

僚の発想は洗練こそされていないながらも、思想的動揺の実態に対するリ

アルな現実認識があり、国家価値を下降的に浸透させることによってある
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べき国家像を達成しようとする思考方法が貫かれていた。また、警察機構

をはじめとする末端にまで張り巡らされた内務行政機構は、それを可能に

もしていた。一方、文部省は都会的なスマートさを備えるものの実行力に

欠ける面があり、また、国民一人ひとりの文化的達成が、総和としてある

べき国家を担保しうるとする予定調和的な発想があった。

しかし、いずれにしてもそこには「平和克復の後（第一次大戦後…引用

者註）、思想上並経済上の変化は更に一層国運の隆替に重大なる関係を生

ずるものあるべし。一般国民は今の時宜しく益々自重自制の精神を発揮し、

且つ生活状態の改善を図るべく、漫に読激の思想に駆られて軽躁に趨り定

軌を逸するが如きことなきを要す」という内務省に対し劫、文部省は「時

代の進運に伴うて国民生活を改善して其の向上に勉め、国力の充実を図ろ

といふことは現下最も緊要とするところであ」り３１)、「今更禁欲主義や隠

遁主義を採り、我々国民を駆って消極的生活を営ましめんとするのではな」

く鼬)、民衆の向上心を喚起し劃)、民度の実態に先んじた文明への啓蒙をな

すことが肝要とした点に、両省間における生活改善の二方向化、ないし国

家価値の二元化が看取されるのである。

民衆のあるべき姿を巡る両省間の認識の相違は、第一次大戦後において

発現した民衆および彼らの消費志向に対するスタンスの違いを如実に表出

するものであった0,゜このような内務一文部両省における生活改善政策の

二方向化は、新旧二つの合理の形成を意味しながら、図らずも都市一農村

の乖離を助長するかたちで二極分化し、受容されていったのである。

Ⅳ、民衆の価値の二元化

大正期は「非天皇制文化」の時代鐙)、「改造」の時代劃、「民衆」の時

代駒)、として指摘されるが、本稿の視座から捉えれば、大正期は「生活」

の時代であったといえる釦。「生活」とは第一次大戦後に発現した民衆の

消費志向が目指した一つの価値であり、それはまた、文部省が生活改善運
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動の過程において提唱した「生活」と一致するものでもあった国)。

生活改善運動の主導者であった乗杉嘉寿は、その目標を「道義的生活」

｢経済的生活」「合理的生活」の三点とした⑩)。第一の目標は「道に合し

た生活」、すなわち道徳的な生活規範を求め、第二の目標は「能率生活」

を要求し、第三の目標は第一点と関わって道義的・科学的な「合理生活」

を求めるとともに、「創造的の生活」を提唱するものであった。道義的・

能率的・合理的生活の鼓吹は地方改良運動期から一貫して提唱されたもの

であり､､それが民力酒養運動下においても継承された点において内務省の

民力酒養運動と文部省の生活改善運動は呼応している。しかし、「合理的

生活」の意味内容に「創造的の生活」を加える点についてはこの限りでは

ない。

乗杉が提唱した「生活」とは、天皇制国家の形成という枠組みの限定は

あるものの、第一次大戦後における商品経済の進展にともなう民衆の消費

志向を行政課題として引き受けた後、そこに具体的なかたちを与えたもの

であり、その限りにおいて森本厚吉、有島武郎、吉野作造らが提唱し民衆

の賞賛を集めた「文化生活」と４，、さらには帆足理一郎によって提唱され

た「二重生活打破」論と⑫)、基本的に異なるものではなかった。そこで提

示された「生活」「文化生活」「二重生活打破」論とは、いずれもが「消

費が主で生産が副」となった時代の趨勢を受け｡)、「鵺的生活」あるいは

｢二重生活」の改善策として")、衣・食・住にわたる科学的取り組みを提

唱するものであり、音楽、庭園、美術などへの関心を喚起し鐘)、「時代錯

誤の在来の生活に目醒めた国民に対して改善の方針を示したり、実行の方

案を掲げて之れを指導誘披する」ための具体像であり⑥、その理想型を提

示しようとするものであった。

このことは文部省が示した国家価値、すなわち「生活」が、当該期にお

いて新たに発現した民衆の価値の在り様に極めて近接したものであったこ

とを示している。そして、より重要なのは、それまであらゆる営みがイエ

の永続という願いの下に統一されていた民衆の日常性が47)、眼前に提示さ

れた「生活」を羨望しはじめたことである。
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もちろんこれには限界もあった。そこで提示された「生活」あるいは

｢文化生活」を実際に享受しえたものは極めて限定されるものであった③。

｢生活」を現実のものとして志向した者自体、ごくわずかな層であったと

いわざるをえないであろう。さらに動揺したとはいえ、既存のイエ・ムラ

によって規定される日常性が内務省によって再強化されてもいた。

しかし、この「生活」を希求するメンタリティが、少なからぬ民衆の日

常性に強く影響したことは重要である｡。「生活」の価値化は、イエの永

続という願いの下に労働や学業修養、そして情動的なマツリでさえもが琿

然一体となり、それを自己目的的に営んできた民衆の日常性を揺るがし、

労働や学業を「生活」獲得のための手段へと変容させた図)。イエとの関連

において統一的であった彼らの日常性が、「生活」という新たな価値との

関連によって分節化されたのである５１)。

さらに、「生活」の価値化はたんに新たな日常性を形成しただけではな

く、「生活」へのアプローチの相違による二つのパタンをももたらした。

都市部民衆および都市志向性を持つ農村部民衆が、直接、文部省や森本ら

によって提示された既成品としての「生活」を‘消費”しようとしたのに

対して、農村部に残留せざるをえなかった多くの民衆は、「生活」を憧僚

しながらも、それへの対抗として自らの場に農村新文化を創設しようとし

たのであり、いわば都市的な“消費”に対する農村的「生活」の“創造”

と指摘しうるような動きが生起し始めたのである。

Ｖ・大正期農村部における学校の社会的位相

これまで見てきたように、第一次大戦後は国家の価値と民衆の価値双方

の意味内容が大きく変容した時代であった。とりわけ当該期に発現した民

衆の新たな価値は、それがイエ・ムラからの離脱傾向を内包していたが故

に、「隣保協助ノ旧慣」を戦略とする旧来の国家価値を形骸ｲﾋするもので

もあった。内務省に焦点を当て合理一非合理の関係構図を示すならば、大
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正期は文明を求める民衆に対し１日慣を説く国家という、合理一非合理の逆

転を見た時代であり、文部省に焦点を当てるならば、合理と非合理の境界

が不分明になり、ともに文明化路線で一本化した時代であったといえる。

もちろん合理の二元化として指摘したように、大正期はこれらの状況が並

存した時代であった。

このようななか、学校はどのように捉えられ、どのように利用されたの

か。大正期において新たに形成された学校の社会的位相を結論的にいうな

らば“学校の手段化”であったが、それは上記に対応したかたちで類型的

に把握されなければならない。

文部省の提示した「生活」の影響を受けた都市部民衆および都市指向性

を持つ民衆にとっては、学校もまた“消費”の対象であった。つまり、彼

らは学歴を重ねることが、目前に提示された既製品としての「生活」を獲

得する正規のルートであると認識したのである麺)。もちろん当時の中等教

育への進学率からいっても、実際に学校を消費し、「生活」を獲得しえた

者は極めて限定される。しかし、大正期には本格的な月刊受験雑誌が刊行

され国)、通信教育の興隆を見たことなどからも明らかなように図)、都市部

の中流階級や都市志向性を持つ者達にとって学校は、「生活」獲得のため

の有力な道筋であったのであり、文部省によって提示された「生活」を消

費する目的から、彼らは学校それ自体をも消費の対象として位置付け始め

たのである”･

一方、農村部の民衆は学校をどう捉え、どう位置付けたのか。学校を自

らの価値体系の内に置き、それを自然付秩序創出の場としていた明治期に

対し、大正期は農村もまた「生活」という価値観念に覚醒し、学校を価値

の外に置き手段化したことは都市部のそれと変わるものではない。しかし

ながらその農村的特質は、学校を農村新文化創造のための手段として位置

付け利用したところにあった。既製品としての「生活」ないし「文化生活」

の獲得は、都市への移動なくしては実現しえないものであった。それでも

なお「生活」を憧攪する農村残留者たちによって叫ばれたのが、学校によ

る農村新文化の“創造”、いわば農村的「生活」の“創造”であったので
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ある。

このような位相は様々な現象の中に読みとることができる。当該期に興

隆した農村自由大学はその典型であろう。伊那自由大学千代村支部の「趣

旨書」はその方向性を端的に示している⑧。

「吾々は物質的な意味に於ての其の日暮しを繰り返してゐるのであ

って精神的な意味の生活と云ふものは全く待ってゐないと云ふ有様

である……［中略］……吾々は長い間の此の生活の殻を破って新に

吾々の生活を築きあげねばならない。晴れる蒼空の下で自らの生活

に意義を感じ健康なる百姓として快活に働き得る理想社会を作りあ

げねばならない」

この趣旨書からは都市的な「生活」に触発されつつ、農村において独自

の精神的充実を担保するために農村新文化を創造していこうとする志向を

読みとることができよう。もちろん自由大学は任意の学習機関でしかなく、

近代学校の系に含まれるものではない。しかしむしろそのこと自体、都市

部が「生活」への正規のルートとしての学歴を重視したこととの対比を鮮

明にしているといえる。

さらに注目される点は、当該期の農村が新文化の創造を教育の問題とし

て捉え、それを学校というかたちで具体化しようとする点にある。学校に

よる新文化の創造は自由大学のみならず、正規の近代学校である高等小学

校や実業補習学校なども利用してなされたが、この時期にあってこれらが

積極的に利用された背景には実業補習学校の持つ在地的実業性、同様に、

高等小学校にあっても大正八年そして十五年の改正によって担保された実

業科目の在地的展開の柔軟性がある師。すなわち、学校が保証しえる知、

とりわけその実業性が農村新文化の創造にとって重要であったのである。

これは明治の学校が、民衆にとって自然村秩序を再編する場として利用

され、学校が擬制村として機能する限りにおいて民衆との連繋を可能にし

ていたのに対し、大正期では知そのものが問題とされ、それを引き出す方

法として学校が利用されたことを示している。いわば明治の学校が、民衆

の価値を内包し、彼らを身体のレヴェルで統御するものであったとするな
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らば、大正期の学校は資本主義ないし資本主義的な社会構造が要請する知＝

技術の伝達を旨とし、民衆の脳に働きかける学習機関として定位されたと

いえるのである。

もちろん学校は大正期においても秩序形成や生活規範の形成を放棄した

わけではない。しかしその場合にも家族国家観を鼓吹し、民衆を身体的に

統御しようとしたかっての修身は息を潜め、不完全ながらも近代社会が要

請する市民倫理を脳のレヴェルで統御する公民教育へと、その転換がはか

られていたのである鋤。これは一時的にではあっても学校における教化機

能が縮小し、教授一学習機関としての側面が制度的にも強まったことを意

味している。

明治期にあって学校は、自然村秩序の再編という意図から民衆の価値の

内に置かれ、彼らを身体のレヴェルで統御していたが、大正期における新

たな価値の登場により、学校はそれを創造していくための知とのかかわり

から捉えられ、利用されていった。民衆の側からいえば“学校の手段化”

であり、学校の側からいえば、脳による統御を受け持つ教育機関としての

蘇生であった。

このように捉えられる学校による創造ないし学校の農村部での展開は、

都市部の民衆が学校を消費の対象として手段化したのとは対照的に、いず

れもが学校の内実、すなわち教養あるいは知の質が農村的「生活」の創造

と関わって重視された点において、改めて注目すべきことである。都市部

民衆にとっては学校を経ること自体に重要な意味があったとするならば、

農村部民衆にとっては、学校は何を教えうるか、学校から何を学びうるか

が問題とされたのであり、当該期の学校を指摘していわれる学校の「民衆

化」ないし「大衆化」は、このような学校を手段化する民衆のメンタリティ

によって性格付けられたのである。
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おわりに

以上見てきたように、日本近代化過程において大正期がひとつのエポッ

クを形成する背景には、①内務一文部両省間の乖離による国家的価値の二

元化②「生活」の価値化による民衆の価値の変容と、都市一農村によるそ

の発現形態の相違、の二点があった。これに連動し、大正期は“学校の手

段化'，として捉えられる新たな学校の社会的位相が形成されたのである。

もちろん大正期にあっても、なお、地方改良通勤期において形成された

学校の社会的位相は強固であった。内務一文部両省の乖離はあくまで国家

的価値の二元化であり、したがって旧来的な方針が優勢を占め、それに応

じた学校の社会的位相も並存していたのである。例えば大正八年には、大

元茂一郎による『小学校を中心としたる地方自治の改善』が刊行されたが、

ここでは地方改良運動期において期待され、実践された村治に関わる重要

機関としての学校の役割を紹介しつつ、その必要を説いている鋤。同様の

位置付けをなす言説は他にも限りなく存在する｡)。

このように大正期における学校の社会的位相は大きく新一旧二つの型に

分化し、新たな位相はさらに都市型・農村型の二類型を内包するものであっ

た。ここで重要なのは、新たな学校の位相は新たな価値として出現した

｢生活」観念の影響を受けるものであったことであり、イエ・ムラの論理

と関わり、それを包摂することで民衆を糾合してきた明治の学校は、大正

期において民衆による自然村秩序からの遊離とともに一旦外在化され、新

たな価値としての「生活」を猶得ないし形成するための手段化した位相を

呈したことが確認されるのである。
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