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　　　　　　学校組織の深層分析

「教育的／非教育的」コードの作用と機能に着目して一

越智康詞

1。問題設定

　学校という組織は不思議な組織である。それはさまざまな疑問や問いを生み出す。実際，

これ玄でにも様々な言葉・喬説が「学校とは何か」という問いを巡って二二してきた。「選抜

機関としての学校」（山村1882），「管理機関としての学校」（明石！882），「儀礼空間としての

学校」（飯田1882）といった一連のタイトルはまさに学校を一二で特徴づけようとする格闘

の痕跡であり，「教師の職業パーソナリティ」（油布！993），「教師の社会的特質」（陣内／882），

「教師の田常世界」（杉尾他1988）を追求しようとする醤説は教師の特異さを言語化しよう

とする痕跡である。その他にも，「自己完結社会」（麻生1986），「聖域」（清水1985），「殺し

文句」（新堀1985）など様々な概念が生み出されており，学校の特異な性格に刺激されて，

これになんとかアプローチしょうとする旧説は枚挙に暇がない。

　これらの学校記述の多くは，確かに必ずしも客観的な記述なのではない。ある教育的な理

想があり，なぜそうした理想状態に近づかないのかという規範的観点から，学校二二の多く

は生み出されてきた。また，学校論の中には，文明論的，社会・哲学的（階腰や差劉や抑圧）

な関心から記述・分析されたものも多い。いわゆる「脱学校論」と呼ばれる一連の二丁も，

このいずれかのタイプの雷説に含まれよう（イリイチ1977，ライマー1985［茎vall　Ilich，

1971，Everett　Reimer，1971］）。しかし，いかに価値まみれの概念によって描かれていよう

とも，また，いかなる目的でその二二が捏造されたにせよ，観察・記述の対象としてこれほ

ど多くの旧説が学校を選んできたということは，やはりそこにはある程度共通する認識関心，

すなわち学校を記述すること，学校を二二づける言葉を発見することを求めるという関心が

存在しているのだと雷うことができる。そして，おそらくそうした共通の関心は，次のよう

な問いに集約できるのではあるまいか。すなわち，学校は本当のところ，どのような場所で

あり，何をする場所なのか。学校はなぜ「喬ってること／自己理解・目標」と「やってるこ

と／外部から観察される現実・機能」とがこうも食い違うのか。今曝の学校の抱える問題，

困難はどのような言葉で理解するとより納得できるのか．．．．等々。本稿は，こうした素朴な

関心を受け継ぎ，学校の特性を描き出すより根底的な言葉＝視点を探り出すことで，これま

での学校研究をひとつの糸のもとに整理し直そうとする試みである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊

　本論に入る前に，学校を組織として見る視点を批判的に検討することを通して，いかなる

視点・概念が学校言説の直感的洞察の追求をさらに発展させうるのかを探り，本稿の課題を
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明確化するイ乍業を行っておくことにしよう。

　「組織」は通常，目的に向けて合理的につくられた社会集団として考えられている。なぜ

なら，これが組織の定義だからである。このような定義は，組織と呼ばれるある現実の集合

体を，嘱的に向けて合理的につくられている（つくられるべき）もの」としてこれを観察

することをわれわれに強いる。こうした視点から組織を観察すると，かならず組織の現実と

組織の目的・理想の聞に「ズレ」を発見することになる。ある意味で学校論の言説も，学校

という組織の現実と組織の饅的・理念とのあいだの「ズレ」を理解したい，療病化したいと

いう欲望に貫かれているといってもよい。

　しかし，こうした「ズレ」は学校組織の専売特許ではない。いかなる組織にも，目的と組

織過程（現実）との間に不一致が存在することははやくから気づかれていて，「目的の置拠

（エチオニー1966［Etzioni，1964D「アナーキカル組織」（ベル［Bell］1980）などの概念は，

そこから生み出されたものである。ところで，上のようなネーミングからもわかるように，

当初こうした組織醤標と組織構造・組織現実との問の「ズレ」は，「望ましくないもの」，「最

小限に抑えられるべきコス碍として受け取られる傾向が強かった。これに対して，マー

チ＆オルセン（マーチ＆オルセン1986［J，G．　March＆J．P．　Olsen！976コ），マイヤー＆ローア

ン（こMeyer，」．W．＆B．　Rowanl　1977）らは，曖昧さを残しているからこそ組織は存続でき

る（合理的である）として，欝的と手段の間の厳密な対応関係の欠如をむしろポジティヴな

ものとして位置づけた。さらに加えてマイヤーらの制度学派は，組織について，組織の本質

はその麗的合理性のなかにあるのではなく，二度的環境に支えられて，つまり社会的に正し

いものとして合意を得ることによって成立しているという視点を提示した。

　ところで，こうしたマイヤーの視点は，わが国の学校組織を描写する言葉を探していた研

究者に歓迎されることになった（菊池1986，赤塚1992）。わが国の学校は目的を合理的に追

求すべき組織でありながら，現実には神話の維持や正油姓の確保ぽかりに目が向いている，

という実感を多くの研究者が共有していたからである。だが，おが腰の学校を記述するさい，

マイヤーの理論や概念群を単純に適用することには問題がある。こうした理論・概念の適用

は，学校のある側面を明らかにするが，同時にある別の側面を隠蔽してしまう。

　どこに問題があるのか。マイヤーが行ったのは，学校の特殊性を組織一般の性質に解消す

ることだった。目的と構造の「ゆるやかな連結」（decouple）「信用の論理」（logic　of

con飼ence）「合理的神話」（rationalized　myth）といった一連の概念で示される事態は，組

織一般に見られる特徴である。学校はこうした概念が特によくあてはまる組織だ，というわ

けである。だが，学校組織を他の組織との共通性において記述するこの方法では学校と他の

組織との質的差異を体系的に見逃してしまうことになる。決定的な点は，少なくともわが国

の学校は，そもそも合理的であることがさほど強力には求められてはいない，という点であ

る。マイヤーらの指摘した学校組織における重要な儀礼的分類，「教員の高欄「カリキュラ

ム」「専門職」等は，それらが「合理的であると自己呈示する（神話化されている）」がゆえ

に正当性を確保するものである。これに対し，わが国では，教授学，教育理論，能力別学級

編成，アカウンタビリティなど，合理性を自己呈示するような「要素」よりもむしろ，教師
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の熱意や愛情，教師と生徒の信頼関係，生徒の学ぶ姿勢や目の輝きといった，およそ合理的

とは思われないような要素が好まれる。これらは合理的だと信じられている，つまり「神話

化」されているから正当性をもつのではない。そうすることが人間的・教育的だから求めら

れるのである。

　「正当化」「儀礼」「神話」らの概念によって曖昧にされているが，われわれは田常生活考

の視点と研究者の視点を区別しなけれぽならない。そうすると，われわれはマイヤーの理論

から次のようなメッセージを引き出すことができる。すなわち，マイヤーは，通常の組織が

組織として成立するための条件は，それが実際に合理的であるか否かにではなく，目的に向

けて合理的に組織された集団か否か（r合理的／非合理的」コード）で観察され，合理的であ

ると認証を受けることに存しているということを示したのだと。そもそも「神話（合理的神

話）」なる概念が発見的・暴露的な機能を果たしうるのも，組織が合理的俳合理的コードで

観察されるべぎものである，というわれわれの「信念」をあてにしている。これに対してわ

が国の学校あるいは教育活動は，必ずしも合理的であることが社会的に求められているわけ

ではない。わが国の場合，学校を観察・評価・解釈する別のコードが特別に剃度化されてい

る。「教育的／非教育的」からなるバイナリー・・コード（以下「教育的コード」と記す）がこ

れである。こうしたコードが，日本の学校の特徴なのか，それとも学校という組織の特微な

のかはここでは判断をさし控えるが，ともあれ本稿の課題は，学校が「教育的／非教育的」

コードによってまなざされているという側面，このコードを足場にして構成された制度体で

あるという点に着目して，学校組織の特性，あるいは現状を記述することにある。そのため

にはまず，教育的コードの特性と機能を明らかにする作業から始める必要があるだろう。

2．教育的コードの基本的な形式・内容・機能

　教育的コードがいかなる形式をもち，いかに運用され，人々の思考やコミュニケーション

や行為をいかに枠づけているのかを見るには，二三のなかでそれがいかなる機能を撰ってい

るのかを分析してみるとよい。これをいちから行うのは大変な作業だが，実は，「教育的」

という概念に着目し，それが教育言説のなかでいかなる機能を果たしてきたかを歴史的に比

較分析した優れた研究が既に存在している。広田（広田1992）の研究がこれである。彼は，

わが国において「教育的」という語がいつごろ登場し，それがどのような意味で，どのよう

に使用されてきたのかを言説分析という手法で明らかにした。

　彼の歴史分析によると，この「教育的」という語は，19GO年頃から使用例が急増するが，

もともとこの語は「教育の・教育に関する」という意味で，いわぽ中立的に使用されること

が多かった。それが，19！0年頃には「非教育的」という反対語が登場し，それ以後，これら

の概念は「教育的＝善，非教育的瓜悪」というかたちで規範的なものとして使用される例が

急増していくことになる。そして，「明治中期一昭和初年」ごろには，「ある事象力い教育的

であるか否か”という点をまさに中心的なポイントとする書説」が教育旧説を支配し始めた

のである（広田1992pp．257－261）。

　では，この概念はいかなる特徴をもつ概念なのか。ここでは広田の言説分析や他の言説研
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究（越智1990，小浜1985，1991，新堀1985，1987，山本1996，森1990），及びその他様々な

学校言説や教育雷説のなかでのこの語の意味作用・使用法を参考にしつつ，この概念の特徴

をその形式と機能について考察しておこう。

　「教育的」概念の基本性質として先ず第一に抑えておくべきことは，その概念が価値優先

語（神聖語）である，ということである。教育的という概念，あるいは教育的という語にお

いて指し示されるとされる事柄は，アプリオリに〈善〉とされる。もしも，そこに教育的と

されたことが悪い海渠を生むなどの不都合な事態（反証例）が生じた場合，吟味されるべき

は，「教育的」であることの善し悪しではなく，「教育的」という語とその指し示される内容

・事柄との対応関係である。しかし，通常はこうした吟味さえも行われることは少ない。そ

れというのも，「教育的」の指し示す内容は曖昧で自由度が高く一社会的，事項的，時間的

一貫性が低く一個々人がそれぞれの思い入れに従って，しかも時と場合に応じて自由に使い

分けているからである。つまり，実際には内容的に多様であるにもかかわらず，その内容は

一貫しており，互いに一致しているかのごとくコミュニケーションは進行する。要するに，

この概念は，それを使用する個人が「よい」と考えるもののみを「教育的」と結びつけてい

るのにもかかわらず，「教育的」だから「よい」のだと錯覚させる効果をもつのである。

　さらに「教育的」コードが強力に規範化され，神聖化された二分法であるということは，

教育的コードがそのコードが使用される空間では，それが他のコードに優先すること，つま

り他のコードの作用を無効化したり，他の価値の．ヒに折り重なり，それを神聖化する機能を

持つことを示している。その空間のなかで「よいとされるあること」が「教育的」とされ，

ヂ悪いとされるあること」が「非教育的」とされることで，そのもとの「よいこと／悪いこ

と」の差異が絶対化・神聖化される。民主的であることがよいことであるとすれぽ，それが

教育的とされることで不可侵のものとなるのである。r殺し文句」（新堀1985）が学校や教育

の場面で大量発生するのも，こうしたコードの作用と無関係ではない。

　以上の特徴だけを見ると，それは認識や思考を歪める「思考幻惑力」（小浜1990）の問題

であり，教育の現実とは無関係のようにも見える。だが，それは誤りである。教育的コード

の第一の性質を，教育的コードの第こ二の特徴と合わせて考えてみると，それが現実の教育実

践にも大きな意味をもつものであることがわかる。この第二の特徴とは，それがプロセス

（意図，手続き，人間関係）に主に言及する概念であるという点である。現実の教育プロセ

スが教育固有の価値という尺度で評価されるということは，その結果や成果よりも，教師一

生徒関係や学校組織の運営それ自体が教育の成功一失敗を判定する素材とされるようになる

ことを意味している。このことは，学校の組織としての性質に大きな影響を持つ。

　組織とは，既に述べたように，ある濤的に向けて合理的に編成されていることの期待され

た社会集団である。この期待が現実化するには構図と手段の分化がその前提として不可欠で

ある。ところが，この教育的コードは，教育という目的は教育的な方法一愛，信頼関係，子

どもの屡の輝きを大切するなどの方法一で行われなけれぽならないということをわたしたち

に強いている。つまり，このコードは教育を目的と手段に分化して観察・思考・実践するこ

とを阻み，学校組織や組織過程（組織，方法，技術）のあり方や可能性を大きく拘束してい
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るのである。これは，わが国の学校に対する比較文化的観察の結果によく一致している。わ

が国の学校は，学校における職務の分化の度合いが低く，教師があらゆる仕事をこなすよう

構造化されている。また，教授技術，限定された目的，心理テスト，情報，信頼でぎるシス

テムなどよりも，名入芸，無限定的な目標，カウンセラー・マインド，知恵，信頼関係とい

った宮葉が好まれるという（酒井1996）。また，教授法においてもアメリカでは「心理学的

アプローチ」がしぼしぼもちいられるが，嗣本では「入間的アプローチ」がもっぱら主とな

っているという指摘もある（酒井・島原1996，p．！84）。

　このように見てくると，そもそもなぜわが国の学校教育において「教師ニセンセイ」があ

れほど重要な位置を占めるのかもよく理解できる。学校という組織を教育的・入間的なもの

として示すためには，組織過程を人間関係に翻訳して解釈させる「教師ニセンセイ」カテゴ

リーが役に立ち，また，何か学校で本来あってはならない出来事遮問題が生じても，教師と

いう無限に自己犠牲を容認するカテゴリーがこれを吸収してくれるのである（小浜1995）。

　教育過程そのものが教育の単なる手段ではなく，それ自身が目的化するということは，教

育過程の一切が意義ある過程・神聖な過程となるということでもある。これは，子どもにと

っては大変な事態である。それというのも，その結果，学校で行われる活動の一切が，一

「掃除」「ボランティア」「スポーツ」が「自校を愛する心」「奉仕の精神」「鍛錬」にその意

義が変換されるように一それらの活動のもともとの意味を離れて，精神修養的・道徳的意味

を帯びて現れることになるからである。これは常に行為・結果のみならず，心構え・態度が

要求される（監視される！）ことを意味している。要するに，教育的コードは子どもたち

をく教育的なるもの〉の支配する特殊な空間に包摂することになるのである（広田1992）。

3。教育的コードの変遷からみた学校組織の性質の変化

　学校・教育の歴史といえぽ，わたしたちは理念や出来事や制度のレベルで思い描きがちで

ある。だが，学校組織をまなざし・支えるコードそのものの性質も変化してきている。本稿

は学校の歴史を描くことを欝的にしているわけではないが，今【ヨの学校の置かれた情況や現

実の理解を深めるためにも，コードの変化及びコード・レベルと制度・構造レベルとの位栢

の「ズレ」や「矛盾」を考慮に入れることは必要である。以下では，教育的コードについて

の三つのモデルを提示し，それらのコードの各々が学校組織に対してもつ意味について若干

の考察を加えておくことにしよう。

A．戦前の教育的コードの特徴と学校組織

　おおよそ教育的コードが制度化されはじめてから第二次世界大戦終了ll寺に至るまで主流を

なしてきた戦前型の教育的コードは，国家・天皇を頂点とする人間関係の社会的序列と一体

化しており，コード，人間関係，社会的地位が未分化であった。このように教育的コードが

入間の社会的序列関係と融合していたのは「國膿」概念が示すように，国家・天皇を中心と

して，その社会的地位の序列を集団主義的・精神主義的価値で浸透させようとしたことがそ

の背景にある（丸山1961）。国家という地位・権力体系，教育という聖なる営み相互の間に

は，互いに互いを支え合うというトートロジカルな共犯関係が成立しており，これを対入関
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係を基礎におく人格（忠，孝，仁）観や，個人の意志・欲望を抑え「分」をわきまえること

を重視するわが国籍有の文化・入間思想がこれを支えていた（筒井ユ992）。このように，人

間の社会的地位の序列が人間の精神的価値の序列を媒介に，教育の聖性と融合していた結果，

当時の教育的コードの次の性質，「教育の無謬性・価値先行の原理」は，そのまま「教育主

体の無謬i生・価値先行の原理」として現実化することになった。

　権力関係と教育関係の相互浸透・二重化によって，学校という組織においては，組織上の

地位の上下関係が教育的関係となり，不可侵のものとなる。「不可侵のものとなる」という

ことを溺の側面から表現すれぽ，学校では上位者の命令・常識は道徳的意味を持ち，これに

背くことは単なる「違反」でなくヂ道徳的悪」としてたち現れるということに他ならない。

こうして，たとえぽ上位者の下位者に対する期待・理想は常に正しく，この期待と下位者の

現実との間のズレは，全醤的に下位者の側の問題として割り当てられることが自明のものと

なるのである。この関係はもちろん教師罵生徒関係に限定されるものではない。「教師聖職

観」とは，まさにこうした現実を見事に表現するイデオロギーであり，じっさいこれは教師

が子どもに対し絶対的権力・正当性をもつことを保障するだけでなく，教師が国家に対し完

全に従属することを根拠づけるものであった（長谷川・山崎1993）。

　教育的コードが組織上の地位と重なり合い，そうした人問関係が神聖化されることで，学

校の組織活動，あるいは教師・生徒関係は外部から不可視なものとなる。ここで不可視とい

う観葉が意味するのは，まず第一にその活動や関係が教育的か否かでのみ判断され，別の基

準，区別でそれを観察・評価できないということであり，第二に教育する側（国家や学校）

が何が教育的であるかを決定する権力をもつということである。この二重の仕組みが学校の

ブラックボックス化を支えている。ところで，この第一の原理，学校は教育的か否かで観察

されるという点は既に述べたようにある程度，あらゆる時代の教育的コードの共通の性質で

あり，このことはたとえぽ「法／不法」という視線も学校をのぞき込むことができないとい

うことを示している。超法規的管理を公認する「特別権力関係論」や「在学契約説」などの

規定は，まさに法でもって学校のなかでの法の不可能性を表現・規定するものに他ならない。

　こうした特徴をもつコードに浸透されることによって，学校という組織は，子ども自身の

意志，主張，権利といったものをあたかも「存在しないもの」として取り扱うことが可能に

なった。当時の学校は「生徒の行為のすべてを「教師ノ許可」や「教師ノ指揮」のもとに秩

序づける」（斉藤1995，p！91）ことすら可能だったのである。その結果，日本の学校は合理

的コードを強調せずとも組織活動を合理化することが可能となった。不平，不満，身体的多

様性，個性を完全に切り落とす軍隊的に高度に規律化された身体・所作は，まさに言説とは

独立した次元で作用する組織の合理化への動きと，言説次元を背後から操作する教育的コー

ドとの見事な共同製作の産物であるといえるだろう。

　以上の結果，学校は近代市民社会における通常の入間関係の領域であれば「ありそうもな

い高度な秩序状態」が可能となり，こうした「ありそうもない秩序」を運営していく仕組み

が学校組織の基本構造，規則，常識として蓄積されていくことになった。これは決して過ぎ

去った歴史上の話ではない。こうした圧倒的な権力関係（一方向的な責任帰属のルール！）
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を背景に生産された実践や構造の多くが「綱度化された手法」として現在でも学校のなかに

生き続け’ているのである。学校の基本構造，大量の子どもたちを少数の教師の手で一斉に処

理する構造自体，こうした歴史の遺産でもあるが，そればかりではなく，個々の教師の「実

践技法」や仔どもに関する理論」などにも，それは引き継がれている。教師は命令・強迫

・禁止など本来教師が所有する問題を子どもに転化する技術を多用するとした教室での会話

分析（近藤1996）は極めて示唆的であるが，他にも教師のストラテジー研究（杉尾他1988）

や潜在的教授学に関する研究（古賀1993），あるいは教員文化（永井1977）や教員の職業的

パーソナリティ（油布1993）に関する研究が明らかにした事柄のいくつかも，このような視

点から理解することができよう。

B．戦後主流となった教育的コードの特徴と学校組織

　戦後改革により，国家というそれまで中心にあった教育主体の無謬性・精神的正当性が崩

れ去さった。このように，國家罵教育主体の無謬性が崩れたにもかかわらず，教育的である

ことの無謬性は無傷のまま残された。教育的コードは，人間関係の序列から分化・独立を果

たすことでそれ自身自由に作用するようになり，権力関係や政治的な事項など，教育外在的

な事柄が教育の領域に浸透することを「批判」する機能を強めていくことになった。その結

果，教師はもはや教師という立場にあるがゆえに子どもに対する行為の全てが正当化される

ことはなくなり，むしろ逆に教師の行為あるいは学校の組織過程それ自体が，教育的か否か

によって不断に観察・評価される対象として浮き彫りにされることになった’〉。

　しかし，コードの形式が変化したからといって，現実の教師の振る舞いや学校の組織過程

の内実が一気に変化するわけではない。コードはそれに基づいて現実を観察し行為・発雷す

る主体の実践を通して初めて現実を変える力となる。ともあれ，ここで戦後の教育改革にお

いて変化したものと容易には変化しなかったものとを区別しておくことは無駄ではあるまい。

　まず，教育改革においてはっきりと変化したのは教育の目的・内容である。「圏家主義」

「忠良なる臣民の育成jr勅令（命令）としての教育」は明確に否定され，「国民主権」「真理

と正義を愛する人間の育成（人間主義的な教育目的）」「国民の意志・合意に基づいた教育・

法律主義」がうたわれるようになった（堀毘1994）。感度面においても，新学制の発足，教

育委員会の公選調，教科書の国定から検定への変化など，多くの側面において変化した。こ

うした変化を促したのは，国家主義の否定をその内容として含む民主化・平等化イデオロギ

ーである。当初，新しい教育的コードは匡隊主義／民主主義の対立コードに主導されること

で成立していたのであり，教育的コードの国家の地位体系から分化・独立を果たしえたのも，

このイデオロギーの作用に負うところが大きい。「人間主義的な教育欝的へ」といったスμ

一ガソのなかには，社会の民主化及び分化した新しい教育的コードの価値，つまり純粋な教

育内在的教育という双方の価値が反映されているといえる。これに対し，学校の基本構造一

たとえぽ一斉授業・大量生産方式，官僚制的組織構造，教師・生徒観，社会の学校への期待

など一に大きな変化はみられなかった。それどころか，大量生産方式，教員・生徒への管理，

学校への期待といったものは，その後の学校システムへの効率化・秩序化・平等化，すなわ

ち合理化への圧力によってより一層強化されていくことになった。
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　教育の民主化がある程度達成された後，「國家主義／民主主義」という政治的な対立軸は背

景に退き，次第に教育内在的・人聞主義的な教育を求めることがこのコードの基本トーンと

なる。このコードは，次第に国家主義に代わる新しい「敵」一教師の利己心・無関心・配慮

の欠如や教育への経済的要請・学歴主義・偏差値の支配・官僚釣的装置などの異物一を発見

し，これを批判する運動を繰り広げることになった（小浜1985，pp26－31）。

　では，こうした戦後型の教育的コードぱ，学校の内部世界・組織過程に対していかなる作

用を及ぼしてきたのだろうか。教育が純粋に教育の論理に基づいてなされることを求めるこ

のコードが額面通り作用すると仮定するならぽ，伝統的な構造を引き継いで構成されている

今日の学校の現実はすべからく批判され，学校や教師は不安定な状態に置かれざるを得ない

かにみえる。だが，実際には学校は伝統的な構造を急激に転換することもなく現状維持に明

け暮れ，それなりの安定を保ってきたといってよい。ここで，なぜそうしたことが可能だっ

たのかを戦後型の教育的コードの特徴から考えておくことは，今日的な学校が，どのように

して形づくられてきたのかを知る上でも無駄ではあるまい。

　「教育的」概念が価値優先語でその内容は曖昧で未決定状態にあることは既に述べた通り

である。このことは要するに，教育的コードは，「それは教育的か否か」を間うゲームを生

み出すが，これを判定する独膚の基準はそのコードには備わっていない，ということを意味

する。従って高度に儀礼化され「教育的」なるものとして既に認証を得ている現実を覆すに

は，権力者や多数派の信念やイメージが変化するのでもない限り極めて困難なのである。教

育的コードの支えによって生じる様々な「殺し文句」も，現状の攻撃・批判のみならず防御

・維持にも絶大なる効果を発揮するのである（新堀／987）。さらに加えて，本音／建て前，理

想／現実の二分コード（「殺し文句」の「殺し文句」！）が教育的コードの作用する範囲を限

定してきたことも，この識一ドの現実批判力を骨抜きにするのに力を貸してきたといえる。

　さらに，教育的コードは学校の組織過程をすべからく人無関係（教師ユ生徒関係）に還元

して読み込むものである。このコードにとって組織的・構造的に仕組まれた秩序装置や対処

技術は背景でしかない。このコードは～方で教師の入庫の欠陥や不純な動機，さらには子ど

もたちに対する暴力・強制力に敏感に反応しこれを批判するが，教師という身祝を経ること

な：く行使される権力作用やコントロール技法に対しては，構造的に盲目なのである2）。

　とはいえ，ここでこのコードは学校という現場を構成する上で何の実質的機能ももたない，

という結論を導くとしたら，それは大きな誤りであろう。見方を変えば，このコードは学校

や教育現場に対して影響力をもたないがゆえにではなく，大きな影響力を及ぼしているから

こそ，学校の現状維持，保守的傾向を強化しているのだ，ということも事える。このコード

（まなざし）は常に学校や教師を脅かしている。現実に学校をスムースに運営していく過程

において，もしも教育的コードで観察されたなら，厳しく批判される可能性をもつ出来事は

大量に存在しているといってよい。また，学校や教師もそのことをよく心得ている。だから

こそ学校・教師は，様々な伝統的・保守的な対抗戦術に嗣窪してきたのである。たとえぽ，

学校・教師があれほど情報遮断に熱心であり，事なかれ主義的に振る舞い，過度に儀礼に依

存するのは，彼らが潜在的にいかにこのコードを恐れているかのひとつの現れと見ることも
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できる。教師が「学級王国」に閉じこもることへの批判（清水1993）や「見れどもいわず」

「見れどもみせず」といった学校・教師の生態の描写（新堀1987）が示すのは，こうした学

校の閉鎖性がいかに強固であるかということに他ならない。

　ただ，最近ではこうした「情報隠し」の戦略は内部から崩れつつある。子ども自身がこの

コードの所有者となり教師への反発，自殺，不登校などかたちで外部に情報を流出する媒体

となり始めたからである。マスメディアは，ある意味で最も純粋なコードの運用者であるが，

こうした子どもの現実をさらにまた教育的観点から観察し，この特定の観点からの観察結果

を事実として世論のなかに広める機能を果たしている。だが，こうした動きが真にラディカ

ルなものとなるのは，次に述べる「子ども中心」の教育的コードが広まってきてからである。

C．近年台頭しつつある教育的コード（子ども中心主義）の扇頭と学校組織

　近年，社会全体の私事化の風潮，此面主義的な価値（自由，個性，主体性を尊璽・肯定す

る）の追い風を受けて，教育は「子どものためのものであるべきだ」とする価値を核とする

「子ども中心主義的な」教育的コードが世問一般に広まり始めた。r子どもを主人公に」と

かr個性を大切に」といった言説の大量生産にこのことはよく現れているが，これらの言葉

は輿体的内容を欠いた「空集合」であり，教育の現実を批判する拠点としてもつぼら機能す

るものとなっている（藤田1995）。こうしたコードは，子どもの自殺や不登校に視線を集中

し，そこから犠牲者としての子ども像を読みとることを促していると同日考に，そうした運動

を通じてその規範力を強めつつある。こうしたコードの批判力が強まれば強まるほど，教育

過程で生じる様々な問題の責任を子どもに帰属することは非人聞的行為とされ，子どもを保

護すべき立場にある教育主体を批判することが正義であるかの印象を強めていくことになる。

　こうした形式をもつ教育的コードが学校という組織に大きな衝撃を与えるものであろうこ

とは容易に想像できる。なぜならこの教育者側へ責任を帰属するというルールは，それまで

学校がその上に構築されてきたルール，すなわち教育過程において生じる問題を被教育者

（子ども）に帰属するというルールとは全く逆のベクトルをもつものだからである。

　もちろん，こうした「子ども中心の教育観」自体は学校にとって特に新しいものではない。

だが，学校組織にとって決定的だったのは，こうした内容をもつ教育的コードが情緒的・規

範的に作用しはじめ，それが教育的なる概念に含まれていた他の内容を排除する作用を持ち

始めたことである。つまり，こうして教育的コードは，その伝統的な形式の特徴，つまり

「内容の非一貫性・恣意的な利用可能性」という特徴を失うことになったのである。もはや

学校や教師は物事を曖昧にし，儀礼的に振る舞うことでこのコードに対処することはできな

い。それはこれまで「教育的」と認定されてきた手法・儀礼のなかに様々な「子どもの現在

の不利益」を発見し批判・攻撃の対象としていく。しかも，このコードは学校で生活する子

どもの苦しみや不幸を「発見」するや，現実に学校・教師が何を・どのように行ったのかを

十分検討することもなく，その無責任を批判するものとして作用する。いかなるケースであ

れ，子どもの自殺のサインを教師は「見逃してはならない」のである。今や，あらゆる教育

問題，子どもの問題が学校・教師の問題として語られるようになっている（山本1996）。

　もちろん，このように新しいコードがこれまでの教育実践を批判し始めたこと自体に意味
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がないわけではない。硬直したシステムを揺さぶり，崩すことはそのシステムに囚われてき

た入を解放する機能がある。じっさい，こうした新しいコードによって，これまで当然視さ

れてきた学校と子どもの関係が再編成され，子どもは学校の管理体制，教師の押しつけてく

るよけいなお世話，抑圧的な常識等から解放されつつあることは認めてよいだろう。

　しかしながら，われわれはこのコードは，その担い手に対し次のような自己欺隔的意識を

生み出すことで歯止めなく作用する均質をもつコードである点には注意しておいてよい。

　まず第一に，このコードは一見寛容を旨とし，修養主義的価値を否定するもののように見

える。だが，実際はこのコードはそれが否定したはずの修養主義的価値がなければ成立しえ

ないものである。「子ども中心主i謝のコードの担い手が，子どもに対して物わかりがよく

・寛容でいられるのは，子どもを見守るべき学校や教師に極めて強い規範的期待をかけるこ

とではじめて可能となっているのである。彼らは，「子どものため」という自己意識に酔い

ながら，教師に対しては驚くほど無慈悲な負担をかけることができる。もちろん，その匿い

手が教師自身であっても同じである。極端な場合，教師は自己否定を繰り返すことを通して

のみ，自己肯定を保持できるという奇妙な立場に立たされることにもなる。

　第二にこのコードの担い手は自らを「子どもを尊重するよい人間」と位置づけつつ，子ど

もを通常の社会的存在から排除する者となる。「子どもの人権」という概念の機能について

考えてみるとよい。確かにこの概念は一方で学校・教師の権力作用から子どもを保護する機

能をもつかもしれないが，そうすることで子どもは「保護された空間篇学校」のなかでさら

に保護されることになり，通常の社会からより一層隔離されることになっていく（越智

1993）。このことを象徴的に示すのは，子どもの問題行動の占める社会的布置関係の変化で

ある。それは「刑事責任」の領域からのみならず，「道徳責任」の領域からも次第に保護＝

隔離され，今や「（心の）病霊犠牲者」としての立場へと囲い込まれるようになっているの

である（渡辺・伊藤1994，伊藤1996）。

　このコードの欺隔性はさらに，その運用の次元の特質によってより一層強化される。教育

学的言説は，教育という目的の実現のためには，そのプロセスに強制を含まざるを得ないと

いった矛盾に気づき，これと格闘してきた。そして，この時点で様々な自己欺隔的なレトリ

ックを発明してきた（加藤1985）。しかし，このコードが教育の現場で作用する場合，それ

らは相互に関連づけられることなく，アド・ホックに運用されるので，矛盾と格闘する必要

さえ生じない。このコードの担い手は一方でそれが何であれ，学校の「権力・強制力」を批

判しながら，他方で問題現象に対する対応の不足をも徹底約に批判する。もしも，これらの

批判をまじめに受け入れれば，学校は決定不能な状態に陥ることは容易に見て取れよう。

　今日の学校は極めて不安定な状態にあるが，それは単に実体として不安定なのではなく，

学校を取り営むコードの運動をも含めて不安定なのである。いじめや不登校などの今日的問

題は，こうした状態一アド・ホックな子ども中心主義的教育的コードの作用，子どもも含め

このコードを所有一に由来する必然的な事態と見ることもできるが（諏訪1990），こうした

現象をこのコードによって観察。表現した結果（子どもの犠牲者性の強調）がこのコードを

さらに規範化し，より多くの野々をその担い手に仕立て上げているのである。「試験を中止
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しなければ自殺する」といった近年マスコミをさわがしている子どもの学校強迫騒動は，ま

さにこうした学校の今日的情況を示す象徴的出来事といってよいだろう。

4。結論に代えて

　これまで多くの教育言説は，それは「真に教育的か」と問い，教育論争は，どちらが「真

に教育的か」を巡って同じ土俵のなかで論争を行ってきた。学校論そのものがその一翼を抵

ってきたのも事実である。そのため，それらの喬説は自らが土台そのものを変化・強化して

いること，土台がいかなる作用をもつのかといったことを観察することはなかった。それ自

身の限界，あるいはそれ自身がいかなる現実構成作用をもつのかには注意が払われてこなか

ったのである。たとえぽ，戦後の民主教育は，戦前の（戦後に残された）国家主義的教育を

自らと180度異なるものとして認識し，これを徹底的に批判することで自己を浄化する。子

ども中心主義的内容をもつ新しい教育的コードは，伝統的な教育のなかに，押しつけ教育，

子ども不在の教育を見いだしてこれを徹底的に批判することで自己を聖化する。教育的コー

ドはある事象を「教育的」として認証し，他の事象を「非教育的」として否定・排除する認

識パターンをもつが，その結果，それぞれのコードのなかで思考を進める人々は自己の立場

を正当化しようとして自ら狭い枠にその可能性を限定していくことになるのである。

　ところで，このように言うからとって，われわれは「教育的であること」それ自体や「子

どもを大切にする」などの価値自体を否定しようというのではない。教育的とされる内容の

なかには，確かに重要な価値が含まれているだろうし，本稿は翔の価値の立場からこれに異

議を唱えるゲームに参加するものではない。本稿が対象としてきたのは，教育的コードであ

り，そのコードが学校という組織を構成するさいの作用及び機能を問題としてきたのである。

　学校は特異な組織である。なぜなら学校は教育的コードという辛皮のコードによって観察

され，正当性を確保する組織だからである。学校と呼ばれる組織の現状や特性を記述するに

は，学校を観察する方法の特徴をも含めてトータルに観察されなければならない。また今後

の学校教育について考えるといった実践的課題も，こうした教育的コードの特性や機能につ

いての観察結果をも考慮しながら，発展させられる必要があるだろう。本稿がそのための一

助となれば幸いである。

〈注　　釈〉

1）たとえぽ，体罰を巡る欝説の歴史（戦前は体罰が必要だから社会問題化し，戦後は体罰ほあっ

　てはならないから問題化する）にもこのことは現れている（広田！992）。

2）たとえぽ，相対評価システムは，子どもの学力の問題を子ども自身の能力や努力に帰属し，学

　校や教師を免責するものである。つまり，これは評価者側の権力を絶対化するが，そのことによ

　ってイデオロギー的に批判されることはない。
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