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はじめに :本研究及び調査の課滝

本研究 ｢教育における能力主義の原理と新自由主義時代におけるその実態 :理論的及び実証的研究｣

は､一方での教育における ｢能力主義｣とはいかなるものなのかを､改めて原理的に社会理論的に考察

すること､他方で材)今日の教育の実態の中では､能力主義の原理がどのような顕れ方をしているかを社

会調査の方法によって把匪すること､を課題として進められた｡(7)は教育における能力主義の原理論､

(/)は教育における能力主義の実態論､ということになるo以下､それらがどのような課題意識に立った

ものであったかをやや詳しく述べていく｡

まず(ア)に関してである｡日本の教育は長らく､久冨 (1993)1が言うところの ｢競争の教育｣一一進

学に関わる序列上の高低や､それと密接に関わるより日常的なレベ/レでの学業成績をめぐる序列上の高

低が､それ自体で価値を有するかのように現象し､この価値軸によってそのあり方が全般的に規定され

るI-I-1の様相を呈してき7㌔ しかし､およそ 1990年代初頭以降､日本の教育のこうした全般的な様相

も揺らぎを見せるようになりそれとは異なる様相-と変容しつつあることが､様々な論者によって指摘

されてきている (例えば､久冨 (2004)2)｡このように､日本の教育の実態レベルにおいて､競争とい

うその重要な様相が､これまでどうあり今どのように変化しつつあるのかについては､様々な知見が蓄

積されつつある｡本研究が対象とする ｢能力主義｣は､そうした教育の実態レベルでの競争という社会

過程の展開の､いわi湖 軌原理となっていると言える｡だが､能力主義と教育なるものとの関わりは､

そうした競争という様相を呈するものだけに限定されず､前者は後者のより根底的なレ/勺レと､またよ

り広範な諸要素と関わるものとして存在していると､筆者は考えている｡そこで､そうした能力主義に

ついて原理的 ･理論的なレベルで検討する作業を行いたいと考えた｡より具体的には､次のような検討

を行いたいと考えた｡

①理論枠組の構築 :筆者は､教育における能力主義の性格 ･機能を根底的に掴むためには､M･フ

ーコーの理論に依拠しながら､能力主義とは､日常的な教育過程の一側面としてそこを貫く ｢生

一権力｣が､生徒を ｢個別化｣された ｢個人｣-と ｢主体化｣していく働きに支えられて普及し

また正統性を獲得し､逆にその働きを促進 ･正統化する ｢言説｣のひとつであると､またそのよ

うに日常的な社会過程レベ/レに根ざしていること (上で､能力主義を教育なるもののより根底的

なレベルと関わり､また教育領域のより広範な諸要素と関わるものである旨を述べたが､その含

意は何よりも､このように能力主義が教育の日常レベルに根ざしていることである)に支えられ

つつ､それはやがてよりマクロな社会の構成原理 ･正統性上京哩にまで迫り上がっていったと､捉

えることが適切ではないかと考えている｡このような方向で､諸概念 (｢生一権力｣｢主体｣｢言説｣

等々)を適切に定義 ･配置しつつ理論枠組を構築することを､課題のひとつとした｡

②能力主義についての先行諸研究の検討 ･整理 :筆者は､これまで日本の教育研究において､能力

主義についての多くの有意義な考察が積み重ねられてきたと考えている｡教育における能力主義

に対して①で述べたような理論枠組を採ってアプローチするとすれば､それら諸研究各々に対し

てどのような位置づけがされることになるか､このような観点から教育における能力主義につい

ての先行諸研究の検討 ･整理を行うことも､大切な課題となる｡加えて､能力主義については､

組織経営や障害者解放運動など､教育に直接には関わらない諸分野でも重要な論点として論議が

積み重ねられてきている｡それらについての検討 ･整理を行うことも必要である｡

③能力主義諸言説の布置の解明 (これは､必ずしも原理的 ･理論的研究作業とは言えないかもしれ

ないが):能力主義とは､大まかには､人々-の報酬や社会的地位の酉扮 はその人の ｢能力｣によ

るべきだとする言説と捉えていいが､しかしそれは単一の言説なのではなく､様々な言説の複合

体であると考える (例えば､能力の遺伝的決定を強調したりしなかったり､能力の ｢高い｣者の

選抜にウェイ トをおいたりおかなかったり､など)｡それら能力主義の言説諸要素としてどのよう

) /̂冨善之 (1993)『競争の教市』労働旬報社

2 久冨善之 (2004)｢『新 ･競争の数行』と企業社会の展開｣渡辺治編 『変貌する<企業社会>日本』旬報社
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なものがあり､どれがどのような文脈で優勢/劣勢になってきたのかを､それらの複合全体の､

教育における､あるいは教育一社会連関における位置 ･機能とも絡めながら考察していくことも

課題となる｡

次に(/)に関してである｡今日､教育政策を含め種々の政策が､またそれらと規定一被規定の相互関係に

ある種々の社会領域の実態が､さらには人々の意識の在り様までもが､｢新自由主義｣と呼ばれる原理に彩

られつつある｡そのことの重要な一側面として､今日人々-の報酬や社会的地位の配分原理としての能力

主義が､社会全体の構成同型･正統性原理としていっそう威力を増しつつあると言える3｡そうした社会の

全体的状況との関連を見据えながら､教育における能力主義の原理が､今日的にはどのような様態をとっ

て顕れていると捉えるべきか､その点を検計することが(j)の趣旨である.そのねらいの達成のためには､

上で今日の教育の実態レベ/レにおける競争の現状と変化の趨勢についての知見が蓄積されつつあると述べ

たが､それらの知見が示していることがらを能力主義の原理と今日的様態という視点から位置づけ直して

みる作業を行うことにもなるだろう｡とりわけ焦点を当てたいと考えたのは､子ども･若者の意識 ･行動

が､教育における能力主義によって､教育領域外のそれとも絡み合いながら､どのように規定されている

か､である｡この点について､主として調査票調査の方法によって実証的な検証を行っていきたいと考え

たや

以上は､本研究を構想した時点での思惑であり､実際には現時点までにその思惑どおりに研究が進展し

たわけではなかっ7㌔ とは言え､本報告書の巻頭にも記したように､U)の原理的･理論的研究に関しては､

①について長谷川裕 (2007)｢学校における管理と ｢不安とセキュリティ｣問題- ｢規律社会｣的な管理

から ｢管理社会｣的なそれ-?- ｣(唯物論研究協会第30回大会 (2007年10月20-21日､立命館大判

第1分科会 ｢セキュリティーと不安｣における口頭発表)で､②について長谷川裕 (2006)｢教育におけ

る能力主義についての原理的考察に向けて- 黒崎勲の能力主義論の検討を通じてその論点設定を行う- ｣

琉球大学教育学部 『琉球大学教育学部紀要』第 68集で､既に一定の研究成果の発表を行っている｡そこ

で本報告書は､(イ)の実証的な調査票調査研究に絞って､その調査から得られたデータの現時点までの分析

結果の報告を行うこととしたい｡

3 竹内章郎 (2007)『管学塾 新自由ユ義の嘘』(岩波書店)が述べているように (103･104頁)､｢市場仰向 のみを重視し､

市場において売れるものを作り出せるかどうかがすべてである新自由主義と､人の能力･業績の程度に応じて報酬を ｢比例配

分｣しようとする能力主義とはぴったり重ならないところがある｡にもかかわらず､やはり竹内も触れているように､新自由

主義の下では ｢資金 ･情報力や市場対応能力｣など能力l如で優れた､市場でうまくやっていける r強者｣が有利となるので､

新自由土義は結局､能力主義を是認し正統化する機能を果たすことになる｡
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