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戦争・死刑と国家。そして国家と人民（１２８）  

（Eメールニュース「みやぎの九条」２０１９年１０月１日号）  

小田中 聰樹     （東北大学名誉教授・みやぎ憲法九条の会世話人） 

（今号は２０１７年２月に生起した諸問題の中で前回に続いて「教育問題」と共謀罪を取

り上げます。次回から２０１７年３月に生起した諸問題に入ります。） 

（Ⅳ）鈴木大裕「結果責任の支配」の要旨。 

 ①レーガン政権下（１９８０年１１月

当選）でアメリカが行ってきた、学力標

準（スタンダード）と結果責任（アカウ

ンタビリテイー）を軸とした教育改革

は、教育の弱体化と教育格差の拡大をも

たらしてきた。 

 この改革は、ⓐデータとなる「学力」

を「学力標準テスト」の点数とし、ⓑ教

師の「指導力」を、テストの点数向上の

ためのテクニックや動作と置き換え、🄫

「何を教えるか」を定めていた「カリキ

ュラム・スタンダード」を、「何ができる

ようになるか」という「パフォーマン

ス・スタンダード」へと再定義した。 

 ②現実にアメリカでは、各学校や各教

員が学力標準テストの点数でランク付け

され、「結果責任」を果たせない学校は廃

校となり、教員は職を追われるようにな

った。学校は、テスト対策主体の進学塾

のようになり、市場化と民営化とが進む

ことで公教育の概念そのものの崩壊が起

こっている。 

 ③日本でも、民主党政権下で抽出式に

された全国学力調査が、第一次安倍政権

下では全員参加の悉皆式に戻され、同時

に規制緩和で学校別の成績開示が可能に

なったことで、学校は「塾化」し、テス

トの点数主体の学力観がいつしか教育を

支配するようになってしまった。 

 ④２０１６年８月に公表された中央教

育審議会の「次期学習指導要領等に向け

たこれまでの審議のまとめ」は、「教育課

程において、各教科等において何を教え

るかという内容は重要であるが、これま

で以上に、その内容を学ぶことを通じて

“何ができるようになるか”を意識した

指導を求め、「何ができるようになるか」

という学習到達度を強調している。この

ように、「カリキュラム・スタンダードか

らパフォーマンス・スタンダード」へと

変型しようとしていることに危機感を覚

える。 

 では、なぜ今、パフォーマンス・スタ

ンダードなのか。全国学力テストの点数

に基づく「結果責任」で学校と教員を徹

底管理し、パフォーマンスの低い学校は

廃校、教員は解雇に追いやられ、市場化

された公教育は後戻りできない状況に追

い込まれ、人間の教育は、益々貧弱なも

のになってしまうであろう。 

 つまり、教育現場に「アカウンタビリ

ティ」（結果責任）を要求することが国家
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としての責任だという、保守政府にとっ

て安上がりで都合の良い考え方にすり替

えられているのだ。 

 ⑤ではこのような国家責任のあり方の

推移は、いかにして生じたか。その背景

にはアメリカ社会の右傾化がある。保守

派は、シンクタンクを通してフレーミン

グ（議論の枠組みの設定）を巧みに利用

し、都合のよい議論を設定できるように

なった。 

その例としては、ⓐ福祉国家を「大き

な国家」と呼び、税金を無駄使いしてい

るように描いて批判する、ⓑ「チョイ

ス」か「ノーチョイス」かと迫り市場型

学校選別制を導入し、教育を受ける権利

を保障する道を閉ざす、🄫「いかなる生

徒も学ぶことができる」という否定のし

ようがないスローガンの下で、生徒には

「言い訳無用」と尻を叩き、「落ちこぼ

れ」は教員の指導力のなさと叱咤し、政

府が埋めるべき「教育機会の格差」は現

場が埋めるべき「学習到達度の格差」と

置き換えて教育現場の結果責任を求めた

ことなどが典型である。 

 ⑥これ迄、アメリカの教育学者は、保

守派の仕組んだこの「学習到達度の格

差」の枠内で活発な議論を行ってきた。

上記の例はいずれにしても「公の責任」

から「自己責任」へと巧妙にシフトして

いることが分かる。 

自己責任と国家の責任放棄とは表裏一

体である。国家が「自己責任」「国家責

任」「結果責任」と叫べば叫ぶほど、国家

の責任を問う国民の声はかき消されてい

く。 

 ⑦「新自由主義的教育改革」は、デー

タ主導型教育改革と呼ばれる。そして、

そのデータをなすのが学力標準テストの

点数である。 

とするなら私たちが提供しなければ良

いのだ。この運動に対し、テストボイコ

ットは逃げることだという批判がある

が、そうは思わない。新自由主義的教育

改革に対する根源的な問いかけを社会に

投げかける効果的な手段だと思うから

だ。 

 

（ⅴ）以上の鈴木氏の指摘を参考とし、（１）教育の本質、（２）改定学習指導要領の狙

い、（３）教育改革の具体的形態、（４）私たちと教育改革、の順で私見を述べることにす

る。 

 （１）教育の本質について、①世界人権

宣言（１９４８年採択）は、第２６条で

“教育に関する権利”の条項を規定し次

のように定めている。 

１ すべて人は、教育を受ける権利を

有する。教育は、少なくとも初等の及び

基礎的の段階においては、無償でなけれ

ばならない。技術教育及び職業教育は、

一般に利用できるものでなければなら

ず、また、高等教育は、能力に応じ、す

べての人にひとしく開放されていなけれ

ばならない。 

 ２ 教育は、人格の完全な発展並びに

人権及び基本的自由の尊重の強化を目的

としなければならない。教育は、すべて

の国又は人種的若しくは宗教的集団の相
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互間の理解、寛容及び友好関係を増進

し、かつ、平和の維持のため、国際連合

の活動を促進するものでなければならな

い。 

 ３ 親は、子に与える教育の種類を選

択する優先的権利を有する。 

 ②これを敷衍するものとして、我が国

の教育基本法がある。そこで、その第一

章「教育の目的及び理念」の部分をみる

ことにする。 

 （教育の目的） 

第一条 教育は、人格の完成を目指

し、平和で民主的な国家及び社会の形成

者として必要な資質を備えた心身ともに

健康な国民の育成を期して行われなけれ

ばならない。 

 （教育の目標） 

第二条 教育は、その目的を実現する

ため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲

げる目標を達成するよう行われるものと

する。 

一 幅広い知識と教養を身に付け、真

理を求める態度を養い、豊かな情操と道

徳心を培うとともに、健やかな身体を養

うこと。 

二 個人の価値を尊重して、その能力

を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律

の精神を養うとともに、職業及び生活と

の関連を重視し、勤労を重んずる態度を

養うこと。 

三 正義と責任、男女の平等、自他の

敬愛と協力を重んずるとともに、公共の

精神に基づき、主体的に社会の形成に参

画し、その発展に寄与する態度を養うこ

と。 

四 生命を尊び、自然を大切にし、環

境の保全に寄与する態度を養うこと。 

五 伝統と文化を尊重し、それらをは

ぐくんできた我が国と郷土を愛するとと

もに、他国を尊重し、国際社会の平和と

発展に寄与する態度を養うこと。 

 （生涯学習の理念） 

第三条 国民一人一人が、自己の人格

を磨き、豊かな人生を送ることができる

よう、その生涯にわたって、あらゆる機

会に、あらゆる場所に置いて学習するこ

とができ、その成果を適切に生かすこと

のできる社会の実現が図られなければな

らない。 

 （教育の機会均等） 

 第四条① すべて国民は、ひとしく、

その能力に応じた教育を受ける機会を与

えられなければならず、人種、信条、性

別、社会的身分、経済的地位又は門地に

よって、教育上差別されない。 

 ②国民及び地方公共団体は、障害のあ

る者が、その障害の状態に応じ、十分な

教育を受けられるよう、教育上必要な支

援を講じなければならない。 

 ③国及び地方公共団体は、能力がある

にもかかわらず、経済的理由によって修

学が困難な者に対して、奨学の措置を講

じなければならない。 

 

 ③この二つの条文で共通して述べられ

ているのは、「人格の完全な発展」「人格

の完成」「基本的自由の尊重」「平和の維

持」「国際社会の平和と発展に寄与する態

度の（涵養）」が教育の目的であるという

ことである。 
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 このことに付け加えて、教育基本法

は、ⓐ幅広い知識と教養を身につけるこ

と、真理を求める態度を養うこと、ⓑ豊

かな情操と道徳心を培うこと、🄫個人の価

値を尊重すること、ⓓ主体的に社会の形

成に参画すること、などを教育の目的・

理念としている。 

 （２）私は右のような教育の目的・理

念は、日本国憲法の理念に合致したもの

であり、改定学習指導要領の評価基準に

据えたいと考える。 

 以下に改定学習指導要領の評価に入る

が、次の順序で私見を述べる。ⓐ本質、

ⓑ内実、🄫結果として生じるもの、ⓓ私た

ちの課題。 

ⓐ本質は、教育の市場化、つまり教育

の新自由主義的改革である。 

 ⓑではその内実はなにか。 

 ①選別と競争である。 

その様相は、例えば、点数評価による生

徒・教師・学校の選別と序列化であり、

点数評価そのものの「方便化」ないし

「相対化」である。つまり、点数が教育

の本質（前述）から離れ、「選別」のため

と方便として用いられている。AL（アク

テｲブ・ラーニング）といい、パフォーマ

ンススタンダードとされているものは、

評価基準を「何を学んだか」ではなく

「いかに学んだか」としているが、その

評価は恣意的かつ主観的なものになる傾

向を帯びる。なぜなら評価基準そのもの

が恣意的・主観的な性格のものだからで

ある（なお本稿Ⅳ①参照）。 

教育そのものの「教育産業への丸投

げ」である（例えば、教材、参考書、テ

スト問題、授業方法、選別技術などの開

発）。 

 🄫以上の結果として生ずるものは何か。 

 教育の変質である。生徒、教師、学校

の荒廃である。国家統制の強化である。

教育格差の拡大である。 

 ⓓ以上の教育の変質・荒廃化に対し、

私達（親・社会など）はどう対応すべき

か。 

 学校・教育は社会の縮図である。とす

れば、まず為すべきことは、社会をより

良き社会（平和、自由、人権、福祉、平

等な社会）にすることであると考える。

教育だけが良くなるわけではないからで

ある。 

 （３）最後に若干の感想を記す。 

 ①教育 EDUCATION とは、一人一人が持

つ資質など個性を引き出し伸ばすことで

あると思う。 

 引き出し伸ばすためには、個性を見抜

き、伸ばすための方法を考え、そして励

まし、自信を持たせることが必要だと思

う。 

 ②フランスの詩人ルイアラゴンは、そ

の詩「ストラースブールの大学」の中

で、次のようなフレーズを残した。 

 「教育とは希望を語ること 学ぶとは

誠実（ペイシエンス）を胸に刻むこと」 

 このフレーズの中に教育の本質が見事

にうたわれていると考える。 

Ⅵ （１）①以上を書いた後に、三輪定

宜（千葉大学名誉教授）「問われる戦後教

育―—歴史的意義とその解体を狙う『教育

再生』」経済２０１７年３月号に接した。

同論文は、まず戦後教育が「個人の尊

厳」と最優先の原理とし、戦前・戦中教
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育（戦争は教室から始まった）への反省

を踏まえて制度として構築されたこと、

その戦後教育が保守党の長期政権の下

で、「逆コース」「復古的潮流」「教育の反

動化」を経て、２０１３年以降の安倍内

閣による「教育再生」政策の実行・総仕

上げの推進という状況に置かれているこ

とを説き明かしている。 

 ②では「教育再生」の基本的特徴は何

か。三輪論文によれば次の９点である。 

 ⓐ戦後教育改革の主体である１９４７

年教育基本法と一体の教育委員会制度の

廃止。当面、国と首長への従属、教育委

員会の形骸化、首長主宰の総合教育会議

の重視。 

 ⓑ民主的単線型学校体系（６・３・

３・４制）の解体。差別的競争的複線型

学校体系への転換（エリート教育を助長

する小中一貫教育、中高一貫教育、高大

接続、専門職業大学） 

 🄫侵略戦争正当化・歴史認識修正等をめ

ざす教科書検定・採択の強化。 

 ⓓ「愛国心」「伝統尊重」「公共精神」

「規範意識」等の注入のための道徳教育

の「特別の教科」化、検定教科書使用、

国基準による評価。 

 ⓔ改憲支持、選挙対策のための政治教

育・活動統制＝１８歳選挙権の統制。 

 ⓕ教員の国家管理の徹底（教員免許国

家資格化、教師インターン制度、教員採

用国家管理、「チーム学校」による教員管

理、教員養成・採用・研修全過程を国家

統制する「教員育成指標」の制定）。 

 ⓖグローバル人材確保の学力競争激化

（高校基礎学力テスト、エリート教育・

選抜）。 

 ⓗ大学の自治統制・国家管理（教授会

の事実上の廃止、学長専制、文系・教員

養成系解体、防衛省主導の軍事研究）。 

 ⓘ教育予算・教育条件整備の後退（主

要国最低の教育予算、４０人学級の３５

年間放置）。 

 ③右の特徴づけは、「教育再生」なる政

策の持つ本質である復古的側面を鋭く抉

ったものである。加えて、「教育再生」に

は、教育の市場化、つまり新自由主義的

側面があるのではないか。 

復古的側面と新自由主義的側面とは

両々相俟って「教育反動化」「教育荒廃」

を加速するであろうと考える。 

 

 Ⅶ 共謀罪立法化への動き 

 （１）最初に共謀罪立法化に対する法

律家六団体の反対声明を取り上げる。な

お、共謀罪は、２０１７年７月１１日施

行された。 

 ①ⓐ２０１７年２月１日、刑事法研究

者１３７名による反対声明が出された

（２月３日赤旗）。 

 ⓑその大要は次の通り。 

（ⅰ）犯罪対策にとって不要であるばか

りでなく、市民生活に重大な制約をもた

らす。 

（ⅱ）反対理由として、㋑テロ対策立法

はすでに完結している、㋺国連国際組織

犯罪防止条約の締結にとりこのような立

法は不要、㋩捜査権限の濫用のおそれが

ある、㋥治安の悪い国の真似をする必要
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はない、㋭有効なテロ対策は、武力行使

より交渉によって解決するべきである。

なお、早期からの捜査を可能とし、市民

が通信傍受され、歯止めのない捜査権限

の拡大につながる。 

 ②ⓐ２０１７年２月７日、全労連は、

共謀罪に反対する声明を橋口事務局次長

名で出した。 

 ⓑその大要は次の通りである。 

 ㋑共謀罪は、実行行為を処罰するとい

う刑法の基本的原則を破壊し、民主主義

の土台を揺るがす。 

 ㋺テロ対策というが、現行法で摘発は

可能。 

 ㋩労働組合や市民団体も捜査の対象と

され、密告社会を作り出す。 

 ㋥「戦争する国」づくりと一体の共謀

罪は断じて許されない。 

 ③同年２月９日、国民救援会中央本部

も反対声明を出した（２月１０日赤旗）。 

「共謀罪は、思想・信条・内心の自由

を侵し、近代刑法の大原則に反し、まさ

に治安維持法の現代版、金田法相の辞任

を求める。」 

 ④２０１７年２月２７日、「共謀罪法案

に反対する法律家団体連絡会」（自由法曹

団、青年法律家協会弁学合同部会、社会

文化センター、日本国際法律家協会、日

本民主法律家協会、日本労働弁護団）

は、共同声明を出した（２月２８日赤

旗）。 

 ⑤その大要は次の通り。 

 ㋑国家刑罰権の著しい強化を狙うも

の。権力行使が容易になり、市民の内心

の自由、正当な言論の表現を侵害する危

険が極めて高く、憲法に違反する。 

 ㋺政府が目的とする「テロ防止」は、

すでに批准している１３の国連条約と国

内の現行法で十分である。市民のテロに

対する不安に便乗して共謀罪成立を強行

することは許されない。盗聴法の拡大と

司法取引が導入されたことは、新設され

強化された捜査権とあいまって、むしろ

過去の法案よりも人権侵害の危険性が飛

躍的に高まっている。 

（２）共謀罪については後に取り上げ

る。 

（以上で２０１７年２月に起きた諸問題

を終了する。次号より２０１７年３月に

入る。）

（２０１７年１０月２０日擱筆 ） 

 

 

 


