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(4)PAPと寡頭支配

他方、本書の「あとがき」に書いたように、現

在『ラテンアメリカ 1968年論』の執筆を進めて

おり、1年後には完成する予定である。1968年

には、ベトナムにおけるテト攻勢、米国、フラン

ス、日本等の先進資本主義諸国における「若者の

叛乱」、チェコスロバキアにおける民主化運動と

ワルシャワ条約機構軍による圧殺、中国におけ

る文化大革命の変化、パレスチナ情勢等々と全

世界的に社会運動が盛り上がったが、世界シス

テム論からの理解が十分に行われていない。そ

の原因の一つとして、1968年に途上諸国におい

て生じた諸事件の研究が遅れていることがある

と考えられる。そのため、筆者は紹介されるこ

との多いメキシコの学生運動をはじめ、ペルー

におけるベラスコ左翼軍事政権の登場、キュー

バにおけるパディージャ事件、チリにおける人

民連合（UP）にいたるキリスト教左翼の動向、

パナマにおけるトリホス政権の登場、ブラジル

におけるカルロス・マリゲーラの都市ゲリラ運

動の登場、アルゼンチンにおけるモントネロス

の活動活発化、ウルグアイにおけるトゥパマロ

スの活動活発化を取り上げて、それを「中間層」

の動向が背景に生じた現象であることを論証し

つつ、各国における資本主義的発展の中で「中

間層」がどのような位置を占めていたかを、世

界的な「中間層」論をも整理した上で論じよう

としている。

「中間層」は 19世紀にはマルクスによって

上下に階層分化する階層であると指摘されたも

のの、その後の歴史プロセスからは旧「中間層」

は上下に階層分化するものの、資本主義の発展

や近代化に伴って新「中間層」が生まれるため

「中間層」が死滅することはなく、逆に資本主義

的発展のためには「中間層」を増加させなけれ

ばならないとの認識が持たれてきている。この

ように、「中間層」の重要性に関する認識は進ん

できたが、その研究は十分には行われてきてい

ない。過去 20年間にアジア諸国の急成長を基

盤に「中間層」が再び注目されてきているが、

資本主義的発展の諸段階において「中間層」が

どのような役割を果たしてきたかに関する研究

が極めて遅れているのが実情であろう。

筆者は『ラテンアメリカ 1968年論』の中で、

「中間層」論から論じるという方法論をとるこ

とによって、「1968年現象」の世界的な意味合

いを再考できるであろうし、さらに世界システ

ム論の修正や強化に役立てればと考えている。

最後に付言すれば、『ラテンアメリカ 1968年

論』がラテンアメリカの 1960年代同時代論で

あるとすれば、1999年 2月にチャベス・ベネズ

エラ政権の登場から始まった脱「新自由主義」

化を目指す諸政権の登場も、新たに論じられる

べき同時代現象であると考えられるので、『ラテ

ンアメリカ 1968年論』に続く著作として『21

世紀ラテンマメリカにおける脱「新自由主義」

現象論』的な著作の執筆を予定している。 □■

『教育における国家原理と市場原理―チリ現代

教育政策史に関する研究』（東信堂、2012年）

-斉藤泰雄・国立教育政策研究所

＜なぜチリなのか＞

1990 年代、ラテンアメリカ諸国では新自由

主義に立脚するさまざまな社会政策が導入され

た。教育政策もその例外ではなかった。いわゆ

る教育の市場化、民営化の潮流である。それは、

1980年代の経済危機の後、この地域への影響力

をさらに拡大させた世界銀行や国際通貨基金、

米国の国際援助機関等の提唱するものであった。

世界銀行の発表した教育政策論関係の文献を詳
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細に検討すると、そこには開発途上国向けの教

育政策を提言するに際して、それまでに行われ

たいくつかの国での教育政策の経験と実績を参

照し、それらを明示的にあるいは暗黙裡に教育

改革のモデルとして提唱していることを読み取

ることができる。実は、そうした先例となった

国の一つがチリであった。一般にはあまり知ら

れていないが、チリは、国家的規模での教育バ

ウチャーの導入をはじめ教育の市場化・民営化

めざす新自由主義的教育政策を世界に先駆けて

導入し、それを徹底して推進する特有な経験を

持った国である。政策導入は 1980年という早

い時期のことであり、それはその後国際的潮流

となる新自由主義的教育政策を 15～20年先取

りするものであった。政策導入の先駆性、包括

性、徹底性においてチリの経験は比類のないも

のであった。

本書は、教育における国家主義と市場主義の

相剋、そしてその和解と調和をモチーフにしな

がら、1960年代半ばから 21世紀初頭にかけて

の約 40年間における南米チリの教育政策と制

度の変革の歴史を分析することを目的とする。

1990 年代になってある程度の軌道修正がなさ

れるが、その基本的骨格は 30年以上経た現在

まで継続されている。チリにおいて教育の市場

化・民営化は、現在および近未来に向けての課

題ではなく、すでに歴史的経験となっている。

この歴史的経験の分析と評価は、学術的に意義

のあるものであり、また国際的にも貴重な情報

を提供するものとなる。

＜新自由主義教育政策メニュー＞

1980年に、ピノチェット将軍による軍事政権

下にあったチリは、次のような一連の急進的な

教育行財政政策を打ち出した。

・教育行政の地方分権化 (基礎・中等教育の運

営を国から市町村に移管)。

・ 教育バウチャーによる教育財政方式の導入

(公立・私立校を問わずに生徒一人当たり同額

の国庫助成金を交付)。

・教員の非公務員化 (身分を市町村に移すとと

もに、民間企業向けの労働法を適用)。

・父母に学校選択情報を提供するため全国的学

力試験システムの導入。

・一部の職業技術系中等学校の運営を民間企業

経営者団体に直接委託。

・高等教育機関の多様化,私立高等教育機関新

設の大幅規制緩和、大学の無償制の廃止、競

争的資金配分システムの導入。

本書では、次のような分析視角を設定し、新

自由主義的教育政策導入の経緯、政策遂行過程、

政策の帰結、さらにその見直し過程の分析を行

った。

(1) そもそもなぜチリという南米の小国におい

てかくも早い時期に急進的な新自由主義的教

育政策が出現するにいたったのか。

(2) それはチリ教育の歴史的伝統、発展となん

らかの関わりがあるのか否か。

(3) だれがどのような目的で改革を構想し制度

設計を行ったのか。

(4) 一連の改革方策はどのように導入・実施さ

れたのか。

(5) 10年間にわたる実施の間、チリの教育界に

どのような変化が生じたのか。

(6) 新自由主義的教育政策の功罪、明暗はどの

ように認識されるにいたったのか。

(7) 1990年代の文民政権下での見直し論議と軌

道修正策はどのようなものであったのか。

(8) チリの先駆的経験とその帰結からなんらか

の教訓を得ることができるとするなら、それ

はどのようなものか。
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＜政策変化の時期区分＞

分析の焦点は、1980 年代の新自由主義教育

政策の導入・実施の過程に置いているが、上記

の (1)(2)の課題設定のように、その歴史的背景、

チリ教育の伝統の中にその政策を位置づけるこ

とによってその特色を浮き彫りにする手法を試

みた。副題を、チリ現代教育政策史の研究とし

て、視野と時間幅を拡大し、また現代教育政策

史の起点を 1960年代に設定した理由もそこに

ある。本論で措定するチリ現代教育政策史の時

期区分とその基本的な特色は次のようなもので

ある。

(1) 1965～1973年　国家主導型の教育制度拡充

(2) 1973 ～1980 年　軍事政権下での教育界の

粛清・純化

(3) 1980 ～1990 年　新自由主義的教育政策の

導入・断行

(4) 1990～2000年文民政権による軌道修正 (継

続と変革)

＜現地調査＞

本研究は、政策研究であり基本的には文献資

料をベースとするものであるが、一点だけ補足

しておきたい。文献収集、分析の作業を進めな

がらあらためて気づいたことは、本論の中心と

なる上記時代区分の (3)の 1980年代の改革につ

いて、同時代に書かれた資料がきわめて少ない

ということであった。その教育改革の規模の大

きさと較べて、この時代の文献の少なさはきわ

だつ。それは、この時代の政策形成の手法その

ものに起因している。1980 年代の軍政の教育

政策立案は、少数の経済テクノクラートの手に

委ねられ、それは、政令の形で法制化され (国会

は解散されたままであった) 、軍事政権の特有

の権威的な上意下達方式で教育現場に伝えられ

た。政府が、教育政策の理念や政策意図を公式

に説明し、教育関係者の意見聴取や広範な国民

的議論を行なうという手続きはほとんど存在し

なかった。当時の軍政の国際的な評判は悪く、

外交的に半ば孤立していたこともあり、チリに

関する情報が外部にもたらされることも限られ

ていた。チリの教育情報の発信そのものが低調

で、外部の者からすれば、ブラック・ボックスの

ような状態だったのである。筆者自身、ラテン

アメリカ教育の研究者を自認しながら、1980年

代において、同時進行していたチリの教育改革

をほとんど認識できなかったことも、あながち

怠慢とばかりは言えない事情もあったのである。

しかし、資料を読み進めるうちに、この困難な

時期においても、チリの教育政策と制度のあり

方について批判的な立場から発言をし続けた少

数の研究者グループが存在していたことに気が

ついた。それは、一群の民間の研究機関を活動

拠点とする研究者たちのグループであった。こ

れらは、軍事クーデター後の介入により大学の

社会科学関係の学科が閉鎖されたり、イデオロ

ギー的傾向を理由に大学を追放されたり、ある

いは、学問の自由を侵害する大学の雰囲気に嫌

気がさして自ら大学を辞職した研究者たちが、カ

トリック教会や外国の財団等の財政支援を得な

がら NGO組織として独自の研究活動を展開し

ていた組織であった。教育研究の分野では PIIE

(Programa Interdisciplinario de Investigaciones

en Educación)とCIDE (Centro de Investigación

y Desarrollo de la Educación)という二つの民間

教育研究機関の活動が注目された。これらのセ

ンターの出版物は、当時軍政下で進行しつつあっ

た教育改革にたいする同時代の、なおかつ批判

的視点からの観察としてきわめて貴重な証言と

なると考えられた。しかしながら、こうした歴

史的な、しかも、当時としても広範囲に流布し

たとは思えない資料を、インターネットを利用
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して入手することは不可能であった。これは、

三回にわたるチリでの現地調査 (2005年および

2006年)に頼らざるをえないものであった。

こうした現地調査活動を行なう上で、知遇を得

るようになった数人のチリ人研究者の支援が有

益であった。まず、第一は、チリを代表する教育

学者であり、PIIEの創設メンバーの一人でもあ

り、1990年代には一時、教育大臣をつとめた経験

もあるシーフェルバイン (Ernesto Schiefelbein)

博士、軍政期にロンドン大学で博士学位を取得

し、CIDEの研究員を経験し、1990年の文民政

権の誕生とともに教育省に入り局長級ポストを

歴任するコックス (Christían Cox)氏、教育省基

礎教育局のベネガス (Malva Venegas)女史、チ

リ現代教育史の生き証人のような存在であり、

軍政期には PIIEを基盤に活動を継続し、民政移

管後に教育顧問として教育省に復帰したヌニェ

ス (Iván Núñez)氏等である。これらの人々は、

上記機関の資料センターや教育省の図書資料室

への訪問を可能にしてくれただけでなく、個人

所有資料のコピー等まで便宜を図ってくれた。

また限られた時間であったが、激動の時代を経

験した彼らとの対話は貴重なものであった。

＜全体構成＞

本書は、序章以下全九章から構成され、次の

検討課題を考察している。第一章はチリ教育の

歴史的背景の分析であり、ここでは、19 世紀

初頭の独立以来、この国では、「教育する国家」

(Estado docente) という国家像の下に国家主導

により教育の拡充整備を推進する国家主義的な

理念と、カトリック教会を中心とした「教育の自

由」理念を支持する潮流が拮抗するように底流

してきたことを明らかにする。第二章は、新自

由主義教育政策の導入に先立つ 1965年以降、キ

リスト教民主党フレイ政権、社会主義のアジェ

ンデ政権の下で国家主導による教育の整備拡充

の理念と政策が頂点をむかえたことを検証する。

第三章では、1973年軍事クーデター後の軍政の

教育政策を概観するとともに、この国において

シカゴ・ボーイズと呼ばれる米国シカゴ大学留

学組の新自由主義を信奉する経済テクノクラー

ト人材が育成され、やがて台頭するに至る経緯

を明らかにしている。

第四章では、1980年を転機として強権的な軍

政とシカゴ・ボーイズの連携という特異な体制

の下で、一連の新自由主義的教育政策が企画・

導入される過程を明らかにし、次に、1990年ま

での 10年間でのその政策遂行過程とチリ教育

制度の変貌を分析する (第五章)。さらに、1990

年に軍政が終了し民政復帰が実現するに先立っ

て、チリの教育関係者が行った新自由主義的教

育政策の評価と政策見直し論議を分析している

(第六章) 。第七、第八章は、1990 年以降の文

民政権の教育政策を分析するものであり、ここ

では、文民政権の政策は、軍政が推進した新自

由主義的教育政策を全面的に否定し廃棄するも

のではなく、その基本的骨格を継承しながらそ

の軌道修正を図るものであったことを明らかに

する。

以上の分析から、最終章では次の様な結論を

得た。チリ教育史の中には、「教育する国家」と

いう国家像の下、国家主導により教育の拡充整

備を推進する国家主義的な理念と、カトリック

教会を中心とした「教育の自由」理念を支持す

る潮流が拮抗するように底流してきた。1980年

代初頭の新自由主義的教育政策は、軍事政権に

よる強権な統治と「シカゴ・ボーイズ」と呼ばれ

る米国シカゴ大学留学組の経済テクノクラート

集団の組合せという特異な歴史的条件の中で、

「教育の自由」「父母の学校選択権」の理念が前

者を圧倒する形で成立した。この時期、国家の
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役割は、自由な教育市場が機能することを保障

する補完的なものに限定された。10年間におよ

ぶ新自由主義的教育政策の断行は、確かにチリ

教育の様相を劇的に変化させていた。

また同国は、新自由主義的教育政策をいち早

く断行したのみならず、その軌道修正において

も注目すべき政策を打ち出した。民政移管後に

誕生した文民政権の教育政策は、軍政が推進し

た新自由主義的政策の基本的骨格を継承しなが

ら見直しを図るものであった。そこには、新自

由主義的教育政策の結果として生じたチリ教育

界の変貌を、もはや逆行不可能な現実の姿とし

て認識するプラクティカルな判断があった。そ

れは、新自由主義を基盤としつつも、すべてを

市場の統制と調整に委ねるのではなく、市場主

義の限界をも認識し、教育の質向上や教育にお

ける公正の確保という側面において、再び国家

が積極的に政策的介入を行うことを選択するも

のであった。市場メカニズムを存続しながら、

それと国家によるイニシアティブ・政策的介入

をいかに調和させてゆくか、そのバランスを求

める試みといえよう。教育における国家原理と

市場原理の相剋と調和を求めて議論と経験を積

み重ねてきたチリ現代教育政策史とチリ教育改

革のダイナミズムが注目される理由はここにあ

る。 □■

『地球時代の日本の多文化共生政策―南北アメ

リカ日系社会との連携を目指して』（明石書店、

2013年）-南山大学・浅香幸枝

湯気が出ていそうな出来たての本である。名

古屋大学大学院国際開発研究科に提出した博士

論文「地球時代の日本の多文化共生政策―漂泊

と定住とトランスナショナル・エスニシティ―」

をほぼそのままに、注の番号などを読みやすい

形に一部変更し、写真を追加したものである。

この論文によって 2012 年 2 月 29 日に博士号

（学術、論国開博第 18号）をいただいた。学位

審査して下さった委員長の二村久則教授、高橋

公明教授、内田綾子准教授にお礼申し上げる。

また、ゼミの恩師ペドロ・シモン南山大学名誉

教授、グスタボ・アンドラーデ上智大学名誉教

授、鶴見和子上智大学名誉教授の学恩に感謝す

る。専門書でありながらフレンドリーで楽しい

本を目指して、読みやすい工夫をこらしている

ので、多くの方々に読んでいただければ幸いで

ある。明石書店社長の石井昭男氏、編集部の兼

子千亜紀氏、営業部の皆さんにお世話になった。

研究の背景

長い鎖国時代（1639-1853）の後、1868年、

明治元年に日本人のディアスポラは始まった。

ハワイ、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、ペ




