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1916（大正5）年12月11日生まれ
1941（昭和16）年3月

：東京帝国大学理学部物理学科卒業

1941（昭和！6）年6月

：海軍短期現役技術科士官として海軍造兵中尉に任官

1946（昭和21）年2月

：東京帝国大学理学部嵯峨根研究室研究補助嘱託

1946（昭和2！）年9月
1949（昭和24）年10月

：京都市三条堺町株式会社高桐書院編集部員
：大阪第一一師範学校教官

1950（昭和25）年10月

：大阪学芸大学助教授

1952（昭和27）年3月

：文部省大学学術局学生課長

1962（昭和37）年1月

：文部省大学学術局庶務課長

1965（昭和40）年6月：文部省調査局審議官
1966（昭和41）年5月

：文部省大臣官房審議官

1971（昭和46）年6月

：文部省日本ユネスコ国内委員会事務総長

1974（昭和49）年10月

：東京工業大学教授、文部省科学官

1979（昭和54）年6月

：木更津工業高等専門学校長

1986（昭和61）年3月

：国際協力事業団フィリピン工科大学技術援助リーダー

1987（昭和62）年4月

：勲二等に証せられる

1988（昭和63）年4月

：東京女学館短期大学学長

1995（平成7）年9月

：同学長を辞任
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伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

小池聖muauam（広島大学助教授）

所澤

潤（群馬大学助教授）

村上浩昭（東京都立大学助手）

國六阪生まれの清津育ち

その朝鮮はどこですか︒

りして現在九〇歳で鳥取県で生きております︒分からんものですね︒
伊藤

の郷里です︒ウラジオストックまで一五〇キロぐらいです︒東京か

威鏡北道という日本海側の一番北のほうの清津という港が私

西田

らいえば︑ちょうど福島辺にウラジオがある︒盛年併合した直後︑

西田
たのですけれども︑それ以後は︑まだ五〇年間未完成です︒それが

日本内地が日露戦争の後で不景気になり︑父が︑まだ子どもが生ま

私は﹁自分史﹂で生まれてから戦争が終わったところまで作っ

手元にあるので︑時々必要があればこれを見ながらお答えすること

に渡った︒二〜三ヵ所転々として最後に清津に落ち着いて︑そこで

れていなかったものですから︑おふくろと自分の母親を連れて朝鮮

伊藤

なんとか商売を始めようとした︒親父は生まれつきの鍛冶屋の職人

にします︒

先生は大正五︵一九一六︶年にお生まれだということですが︑日本

で︑その見習修行をやってきたものですから︑鉄工所を開いたわけ

はい︒もう始めさせていただいてよろしゅうございますか︒

ではなくて朝鮮で生まれられたのですか︒

何をつくっていたのですか︒

です︒私どもが知っている最後の一番大きな頃で︑せいぜい四〇〜

留藤

そんな朝鮮の北の田舎ですから︑あちらの満鉄とかいろんな

正確にいえば︑大阪の真ん中で生まれたのです︒私の兄は私

お兄さんがですか︒

西田

西田

伊藤

ええ︑赤ん坊の兄貴が︒これでは助からんから︑朝鮮の端か

五〇人の朝鮮人や中国人の職人を雇った鉄工所でした︒そこで私ど

西田

会社の注文を受けて︑修繕もやるし︑いろいろなことをやります︒

より四つ年上で︑両親の結婚後九年目に初めて朝鮮で生まれました

ら九州大学までいって診療を受けたら︑この子は助からんから︑最

親父は尋常小学校四年生を出たきりですけれども︑非常に好奇心の

もは生まれたのです︒

後の命のある限り好きなようにしてやってくれという判断なもので

強い人で︑最後は東京の丸善から本を取り寄せて内燃機関を自分で

が︑叔父に結核の人がいて︑濃厚感染していました︒

すから︑おふくろが浜車の療養所で兄貴を抱えて自炊をしながら養

つくりました︒内燃機関をつくるには︑シリンダーの鋳物をやり︑

旋盤かけをやり︑そして仕上げをやって

生していたのです︒そのときに私がおなかにいたわけです︒その最
中に母が産気づきまして︑大阪の町の親戚のところで赤ん坊を産ん

テムを全部自力でやったのです︒清津というのは漁港ですから︑そ

足を持って背中をパンパンとたたいて︑﹁おぎやあ﹂といった︒そ

ていて︑息が詰まってほとんど仮死状態で︑ベテランの産婆さんが

これは聞いた話ですが︑生まれたときに首にへその緒が二回巻い

の子どもを育てながら︑親父は大正の初めから終戦のときまでずっ

まで船に旗を立てて走ったことを今でも覚えています︒そこで四人

て親父が試運転するときに一緒に船に乗って︑清津の港の灯台の先

こへ来る漁船に積み込む昔の焼玉エンジンといったものです︒初め

︑発動機を動かすシス

だのです︒

れで命拾いしたのです︒生まれて百B目に母と一緒に朝鮮に帰りま

けです︒

と三十何年間そこで過ごしました︒私はそこの次男坊で生まれたわ
そのお兄さんはどうなったのですか︒

伊藤

した︒

憐藤

兄貴は︑助からんと思ったのが︑その後肺を片一方切除した

子どもの頃は近所でどういう人たちと遊んでいたわけですか︒

西田

7
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庁というのは隣の羅繭という町でした︒津南は︑第十九師団司令部

鏡北道の中では一番大きな町だったのですが︑内地でいう県庁︑道
所澤

名前は何でしょうか︒清津の公立の幼稚園です︒たった一つ

何という幼稚園ですか︒

も︑その頃のいたずらの話をよく覚えておられました︒

十侮年後に東京でお会いしました︒この聞亡くなられましたけれど

んなことをしたのを覚えています︒その幼稚園の先生に︑その後四

がありまして︑軍隊都市です︒そこに道庁があって︑そこに歩兵の
西田

清津という町は︑その頃で人口が二黒ぐらいありました︒威

連隊が二つ︑騎兵︑それから野砲があります︒軍隊ばかりの町です︒

ですからね︑名前がついていたのかどうか︑幼稚園だからよく知り

西田

道庁はそちらにあるのですが︑町としては君津が一番大きかったわ

小学校に付属していた幼稚園ですか︒

ません︒

所澤

けです︒

私どもはそこの町で暮らしておりまして︑その当時は漁港ですか

い出は︑幼稚園へいっていたずらをしているうちに︑授業中に抜け

いや︑独立していました︒日本内地の女学校を出た︑きれい

つだなんていわれていまして︑イワシが物凄く捕れたわけです︒昔︑

休み︑つまりエスケープをする︒友達とそのスリルを味わうのです

西田

北海道ではイワシやニシンの御殿ができたでしょう︒それと同じよ

ね︒

それは幼稚園時代の話ですか︒

ら︑海岸に沿ったところに家が並んでいました︒ちょうど北海道の

うな形で︑イワシがどっさり捕れて︑その油をしぼって油カスをつ

儲藤

ええ︒ところが町の山の上へあがって歌を歌ったりして遊ん

な若い女の先生が一人で切り回していました︒そのときの一番の思

くる︒そういう漁港として栄えたわけです︒

西田

津軽海峡と同じくらいの緯度になりますから︑世界の三大漁場の一

やっているのは日本人なのですか︒

﹁おかあさん﹂と呼んだら︑おふくろが︑﹁おまえ︑偲しているんだ﹂

樫藤

と⁝⁝︒うちへ帰ってから大変なことで︑そんな学校を抜け休みす

でいるうちに︑ひょいと下を見ると︑出の下を母親がお魚を買って

の町で︑朝鮮の人は端っこの山のほうへいって尉のところへまとまっ

るようなのはうちの子ではないといって裏口へ放り出されまして︑

やっているのは日本人︒朝鮮人の人を使ってはおりましたけ

ていました︒住み分けしているわけです︒だから︑買い物をしたり︑

日が暮れて︑家の中で皆が晩御飯を食べているのに入れてもらえな

西圏

仕事の上で人を雇ったり︑いろいろ交流はありましたが︑生活の場

い︒幾ら泣いたって︑そんな子はうちの子ではないと︒そのときの

帰っていくのが見えたのです︒自分が抜け休みをしたのを忘れて︑

としては全然別でした︒私はそこで一七の年まで育ったのですが︑

れども︑指導者は全部日本人で︑海岸側の圏抜き通りは全部日本人

ついに朝鮮語を覚えなくて︑たまにけんかするときの悪口ばかりで

西田

伊藤

大正十年代のそんな昔に︑噴泥というのは内地からいろんな

幼稚園なんかにはいかれたのですか︒

きでもいっていたのですか︒

所澤

ことはやめました︒

怖かったこと︑身にしみました︒あれ以来︑学校をエスケープする

人が出稼ぎでいっているので︑そういうところは非常にハイカラを

西田

した︒

好む風習がありまして︑私どもの年配の仲間はほとんど皆一緒に幼

り零下十何度Cというのはざらにありました︒あの辺は歌で﹁極寒

清津は雪の量はそんなにたいしたことはないのですが︑やは

冬は非常に寒かったと思うのですが︑幼稚園には冬の寒いと

稚園にいきました︒その幼稚園で︑先生にいたずらをしたり︑いろ
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えるのに︑腰まで雪が積もった中をかきわけていくと︑自分が空中

たが⁝⁝︒ただ︑大雪が降ったときには︑向こうのほうに校舎が見

零下三〇度﹂なんてありまずけれども︑そんなにはありませんでし
伊藤

そこの教育の中身はあまり詳しくは知りませんが︑総督府が

それは朝鮮語でやるのですか︒

それから高等普通学校︒朝鮮の人たちは大体そこへいく︒

人の学校をつくっていました︒小学校を普通学校といっていました︒

た︒中学校は全部その隣の軍隊の津南にあったわけです︒清津には

西田

なかったのですから︑清津から二時間の汽車通学だったのです︒五

に浮いたような感じがしました︒それぐらいのときもたまにはあり

年間︒後で聞いてみると︑道庁のある細図にあるものですから︑道

やはり︑日本の学校としての標準的なカリキュラムのほかに︑朝鮮

庁の有力者だとか朝鮮人の実業家だとか︑そういう人が顔をきかせ

ましたけれども︑雪の量よりは寒さのほうです︒近くの川に氷が張っ

幼稚園のときからスケートもやるのですか︒

て中学校に入ってくるのです︒そういう名家の子どもが入ってきて

語による授業もやっておったようです︒学校は別々でしたが︑中学

所澤

やります︒釘をつけた下駄ですが︑横滑りしますしね︒です

いました︒そういう人たちはその後申学校を出てあまり消息を知ら

て︑スケート靴というしゃれたものはありませんから︑下駄の裏に

けれども︑日本内地にその後来てからでも︑一応氷の上に立って転

なかったのですが︑戦後になって︑北のほうにいった人は分かりま

ぐらいになると︑実際に朝鮮人で自分たちの高等普通学校にいかな

ばないようにはなりました︒

西田

暖房は何ですか︒

せんが︑韓国のほうに来た人は︑韓国政府の文教関係の大臣に近い

五寸釘を打ちつけてスケ⁝トをやりました︒雪はあるくせに︑あの

伊藤

暖房は朝鮮式のオンドルというのがありますね︒家の中の床

クラスとか︑裁判所のかなり高級な人とか︑かなり有力な仕事につ

いで日本人の中学校に入ってくる人が︑五〇人のクラスの中に多く

に石を引いて︑ご飯を炊いた火が下を通って︑煙が通るところでぬ

いた人が多かったです︒だけど︑教育制度としては一応別々でした︒

当時はまだスキーというのはほとんど聞いたことがありませんでし

くもりが出る︒朝︑お袋がご飯を炊いてぬくもってくると︑布団の

先生が小学校に入学されたのは何年でしょうか︒

て二〜三名おりました︒私たちの同級生にもそういう人もおりまし

下からぬくぬくして寝とられはせんのです︒

西田

小学校は公立の小学校ですか︒

所澤

た︒だから︑スケートと櫨です︒

揮藤

清津公立尋常高等小学校という︑昔のそういう名前です︒六

伊藤

西田

高等小学校ですね︒

たなあ︒

大正五年生まれですから︑六つで入ったのですから大正十一

伊藤

私はその尋常科だけですけれども︑六年間︒

西田

西田

西田

それはまったく日本人ですか︒

どこの年に︑関東大震災がありました︒私が小学校一年生のときで

年間行くのが尋常で︑あとは二年間プラス高等科というのがありま

伊藤

その当時︑学校制度は︑小学校︑中学校というのは全部日本

年に入ったのでしょうか︒

西田

す︒

した︒

内地と同じでした︒朝鮮の人には︑あれは総督府の政策ですね︑日

伊藤

関東大震災は何か印象があるのですか︒

ああ︑大正十二年四月に清津小学校に入学しました︒ちょう

六つですか︒七つじゃなかったかな︑自分のことも忘れちゃっ

本人の学校をつくるときには︑それとほとんど同時か前もって朝鮮
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きな人で︑朝鮮におったのではだめだから俺のところへよこせといっ

すが︑母の弟が広島におりまして︑その叔父さんが非常に学問の好

けれども︑召集が出まして︑自分の母と妻の二人を残して︑単身戦

た︒親父はそのときには二五歳でしたから兵役は済んでいたのです

結婚して︑まだ子どもが生まれないうちに日露戦争が始まりまし

る人の紹介で呉生まれの私の栂と結婚したわけです︒

て︑朝鮮から広島県の叔父のうちに兄貴を預かってもらった︒そこ

争へいったわけです︒二五歳になってなぜ召集が来たかというと︑

さっき申しました兄貴が︑朝鮮で勉強を一緒にしていたので

で広島の県立一中に入りました︒県立一中にあの当時入学するには︑

これは司馬遼太郎の話にありますように︑臼露戦争で旅順港の攻撃

西田

広島県に原籍がなければならないのです︒それで大阪の本籍地を広

をやっていたわけです︒乃木︹希典︺さんは戦争が上手ではないも

本の内地にある要塞砲を持って来い﹂と︒私の親父は兵役のときに

謀長の児玉源太郎が来て︑﹁砲台を持ってきてあれをぶち壊せ︒臼

のだから︑幾ら攻めても犠牲ばかりが多い︒満州軍総司令部の総参

島へ移したのです︒

圏父のこと︑母のζと

淡路島の紀淡海峡にある由良の要塞砲兵だったのです︒その二八サ

ンチの大砲と一緒に引っ張っていかれた︒

みで鍛冶屋の修行をしました︒その当時の住み込みの暮らしという

公に出されました︒大阪の町の中へ鍛冶屋の見習いにいき︑住み込

めに︑明治末期まで義務教育は四年だったので︑一一の年にすぐ奉

二人︑五人の兄弟がいたものですから︑百姓のうちで口減らしのた

の次男坊として生まれたわけです︒兄が一人︑姉が二人︑弟と妹が

れて来たらしい︒大阪の今の柏原市辺りの百姓で︑私の親父はそこ

を聞いて知っています︒その先祖は尾張のほうから大阪の河内へ流

のほうの系統は︑親父の親父︑私からは祖父ですが︑そこまでは話

チの大砲にどう綱をかけて︑どう持ち上げるかという重量物の処理

の鉄のボイラーの大きな重量物を扱う職人ですから︑その二八サン

が製缶士というボイラーをつくる人なのです︒機関車の釜など︑あ

大変な重量物の運搬になるわけです︒親父は鍛冶屋の職人で︑専門

それは何十トンという大きな砲身ですから︑それを据え付けるのは

二八サンチの大砲の砲身というのは︑昔︑靖国神社にありましたが︑

える︒そのときに親父が一つ大変手柄を立てたことになりました︒

〇メートルくらいのコンクリートの台をつくる︒その上へ砲台を据

山という砲台が見える真正面にその大砲を据え付けるため︑直径一

して︑そこから雨の中を大砲を引っ張っていった︒東鶏冠山と二竜

親父の話ですが︑その大砲に付いて旅順のずっと北のほうに上陸

のは︑親父の話だと︑﹁どれくらいの俸給をもらったのかしと聞い

は︑親父が全部指揮したのです︒それで吊り上げて砲身を据え︑親

大阪が本籍地なのですか︒

たら︑﹁五年閣雇うのに五円だ︒五円というのはたいした金だぞ﹂

父の担当した砲が一番最初に第一発を打ったそうです︒そのときの

伊藤

というのです︒休みは年に盆と正月︒たまの正月のときに何銭かも

第一発が東鶏冠山の砲台にうまく命中してドーンと火が上がったら︑

そうです︒私の本籍地は︑だんだんさかのぼりますと︑親父

らって大阪の町へ出る︒芝居を見るのが五銭かな︑うなぎのまむし

旅順を囲んでいる山々の日本軍が全部で︑﹁万歳！﹂といって喜ん

西田

した︒結局︑鍛冶屋の修行をして︑大阪の砲兵工廠に勤めたり︑そ

だと親父がいっていました︒感激的な場面ですね︒だから親父は一

を食べるのが一銭五厘だと︑これが最大の豪遊だったといっていま
れから呉の海軍工廠に勤めたりしました︒その呉にいるときに︑さ
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わけです︒はっきりしませんけれども︑確か三〇〇円かな︑年金が

存じかどうか分かりませんが︑兵隊でもらうのは大変なことだった

等卒のくせに金鶏勲章をもらったのです︒金鶏勲章というのは︑ご

がほかの人に︑﹁親がなんぼ稼いで金をもうけても︑子どもが極道

んかに人が来ると︑お酒を飲んで親父がしゃべっていました︒親父

が︑多少学問が好きだったことがあるのでしょうか︒よくお正月な

の当時の最新兵器だったのですね︒旅順の砲台が落ちたら︑港にウ

ロシアの大砲はあそこまで届かない︒日本の要塞砲というのは︑そ

いうのが分かりました︒露本の砲台はあそこから撃ったけれども︑

旅順の東鶏冠山を登りまして︑山の上から︑あの辺にあったのだと

その親父とは︑私が大学の学生のときに一遍満州にいこうといって︑

む﹂と︒昔のものはものものしいですね︒これが親父の自慢でした︒

治勲章の功七級に叙す︒即ちこの位に属する礼遇及び特権を有せし

の帝詐を践める大日本帝国皇帝は︑陸軍砲兵一等卒西田常治郎を明

今でも覚えています︒難しい言葉ですが︑﹁天佑を保有し万世一系

記というのがありまして︑これは小学生のときに覚えたのですが︑

西田

伊藤

それがうちの親父の自慢話で︑家に額がかかっています︒勲

そうです︑あれは年金がつくんですよ︒

たのだから﹂といわれました︒四つ違いの私は︑生まれてから家の

しているのだから親父の商売の手伝いをしろ︒弟が次に上がってき

年か四年受けて︑皆落ちぢやった︒兄貴は﹁もうおまえはいい年を

てから第一高等学校に入ろうと︑こればかりを受けたわけです︒三

刺激で︑学校へいくのなら一番いい学校へいけといって︑中学を出

西田

伊藤

一番上の兄が真っ先に︑さっき申しあげた教育熱心な叔父の

それで︑ご兄弟ともやっぱり教育を受けさせようと︒

ました︒

ていることが違う︒学問はせにゃいかんものだ﹂といつもいってい

を出た立派な技術者に会い︑感心するわけですね︒﹁やっぱり言っ

満鉄だとかいろんな立派な会社の人と接しているうちに︑時に大学﹂

する投資としての考え方ですね︒清津で鉄工所をやっていまして︑

くわけにはいかんからなしと︒それはまさしく昔の親の子どもに対

だと一晩で使っちゃう︒しかし︑学歴をつけておけばこれを質に置

ラジオ艦隊の船があったわけです︒それを狙い撃ちして全部沈めた

中が鉄工所ですから︑小さなときから走り回って︑工場の機械でい

つくんです︒

のですね︒だから金鶏勲章をもらったわけです︒

ろいろな刃物をつくってちゃんばらの道具にしたり︑そんなことば

だめだったから︑﹁おまえ︑いくのなら高等工業はだめだ︒高等学

そうですが︒それで工廠を辞めて︑独立してやろうというこ

金鶏勲章をもらっても︑ですか︒

校へいって︑大学までいかなければだめだ﹂と︑兄貴から初めて話

偶藤

伊藤

ブラジルへ出稼ぎにいくような格好で朝鮮半島に渡って︑転々

かりして遊んでいたわけです︒ですから自分は鍛冶屋の子でエンジ

西田

を聞いたわけです︒

とですか︒

として︑最後に清津に落ち着いたという格好です︒

所澤

めて︒

しかし︑義務教育を四年間しかやらなかったにもがかわらず
ええ︑私はその好奇心は非常に立派だと思います︒その親父

西田

関東大震災のときには兄を預かっていた叔父が広島から埼玉

ちょっと話が戻ってしまうのですが︑関東大震災の話から︑

わけです︒そうしたら︑兄貴は一高を何遍も落ちているし︑自分が

ニアになるものだと思っていたので︑高等工業へいくつもりだった

偶藤

今の話にいったのですけれども︑関東大震災のほうはどうでしょう︒

B露戦争の後︑物凄く不景気だったそうです︒それで食い詰

内燃機関をつくろうという︑非常に探究心があった方なのですね︒

西田

2002年7月15臼

西田
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回

てしまう︒宇品に着いたら︑広島の郊外で市内電車が走っているわ

母の郷里は広島漿ですが︑呉の郊外の仁方というところです︒母

県の川口というところの燃料研究所で勤めていたのです︒あれはど

の父親は船頭でして︑瀬戸内海に音戸の瀬戸というのがありますが︑

けです︒生まれて初めて電車というものを見て︑これが近代文明か

後で聞いたのですが︑東海道線が不通で︑名古屋の辺から中央線に

あの辺を揮一つで運送船を動かしていた気の荒い漁師でした︒母か

この経営か知りませんが︑兄貴はそこにおったわけです︒朝鮮で東

乗って︑笹子のトンネルを通ってトンネルを出たときには︑顔が煤

ら聞いたところでは︑初めての子が女だからおじいさんはがっかり

と本当に感激しました︒

煙で真っ黒になったそうです︒それで川口まで兄貴の見舞いにいっ

してしまって︑薪を振り上げて母を追い掛け回し︑生まれて二年間

京が全滅だというから︑親父は心配してB本内地にやってきました︒

たら︒子どもが出てきて︑﹁お父さん︑何しに来たのしといって⁝⁝︑

がおわったらすぐ奉公に出されて︑子守ばっかりやらされた︒しか

がっかりしたそうです︒埼玉県は無事だったのですね︒それから東

あの当時に朝鮮から内地に来るというのは大変で︑その後の私た

し︑母のお母さん︑つまりその暴れ坊主のおじいさんの連れ合いは

ぐらい入籍してくれなかったといいます︒ですから︑私の母の年は

ちが学生時代でもやはり約二昼夜かかりました︒だから子どもの頃

非常にしっかりした人でした︒私たちが里帰りした頃は︑そのおじ

京市内でひどいものを見て︑朝鮮に帰ってきた︒親父からその話を

は︑母に連れられてたまに広島に母が里帰りするのについていきま

いさんは小学校の小使いさんをしている好々爺で︑連れ合いのおば

正式のものより二つぐらい多いのです︒これも＝の年に義務教育

したが︑二連を出て二週間かかりました︒というのは︑私が小学校

あさんというのは︑教育があった人とは思いませんが︑実に品のあ

聞きました︒

の頃はまだ今の鉄道が通じてないのです︒清津から船に乗って元山

たといった上の弟は︑独学で勉強して燃料研究所の技師になってい

る︑しかも四人の子どもをしっかり仕付けてきた人でした︒母が一

るのです︒

というところで一泊して︑それから江原道をずっと通って釜山につ
全部船ですか︒

番上で︑その下に弟が二人おったわけです︒さっき私の兄貴を預かっ

小池

船ですよ︑まだ鉄道なんかありゃしませんから︒もちろん今

独学ですか︒

いて︑それから下関について︑それで広島の宇品ですね︒

西田

伊藤

八七八〜一九三五年︒物理学者・随筆家︺の助手になったのです︒

のソウルから釜出までは日露戦争のときには整備していたのですけ

乗って港についたら︑そこで荷揚げをしている間︑何日間も暇です︒

神田の水道橋辺りで夜店をはって︑自分で苦学をしながら︑自分で

ええ︒その下の二番目の男の子は︑東京の物理学校へ入りま

そうすると︑船員さんが芝居をやってくれるわけです︒走り出した

稼いでいったわけです︒寺田先生にかわいがられたのですけれども︑

して︑そこで成績がよかったのでしょう︑有名な寺田寅彦さん二

ら今度は江原道と玄界灘というのは一番波の荒いところで大きく揺

そういう内職をしているうちに腸チフスにかかって︑若いときに死

西田

れる︒今でも覚えていますが︑おふくろが帯や紐をほどいて子ども

んでしまったのです︒これは話に聞いていたのですが︑私が高等学

れども︑清津の日本海側に出る鉄道などはなかった︒二週間かかる

を船の柱にくくりつけ︑自分で大きく手を広げて四人の子どもを抱

校に入った頃︑﹃寺田寅彦全集﹄というのが出まして︑その全集の

というのは︑客船がないので貨物船に便乗するわけです︒貨物船に

え︑大変な悪戦苦闘ですね︒港︑港へ止まっていくから二週間かかっ
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ンしていたわけです︒そういう格好で︑大阪の河内で生まれた人間

頃の哀れな﹃女工哀史﹄の時代︒三番目の親父だけが元気でピンピ

でまた日露戦争に引っ張られて︑最後に戦後不況で朝鮮に渡った︒

日記を見ていましたら︑大正何年でしたか︑日誌の中に︑﹁花坂市

何という名前なのですか︒

私どもが生まれた頃はなんとかその鉄工所が落ち着いて動き串した

君の死亡について︑そのお父さんがお礼に来られた﹂と書いてあり

花という一文字︑これが母の実家の苗字なのです︒

ときでしたから︑親父にできるだけ上の学校にがんばっていけとい

が︑大阪で鍛冶屋の修行をして︑呉に働きにいって結婚して︑それ

珍しいですね︒

われたわけです︒

ました︒

それもいわくがありまして︑元々は岡本という苗字だったの

伊藤

圏小学校・申学校時代

やはり︑小学校︑申学校を通じて成績がよかったわけですか︒

いけといわれても︑勉強ができなきゃしょうがないですね︒

その船乗りのおじいさんが若い時分に︑あの頃は家の跡継ぎ

それにしても花という姓も珍しいですね︒聞いたことがない︒

そんな苗字になったので

伊藤

西田

珍しいですね︒そこのうちの系統がどこに生きて残っている

のか︑それは知りません︒その二番目の弟は︑寺田寅彦さんの助手

ときも︑中学校のときも︑卒業のときには何か表彰をもらいました︒

ええ︑まあ︑あんな田舎ですからいいほうでした︒小学校の

で︑暴れ坊主のおじいさんが︑息子が死んだとき寺田先生のところ

年︒英語学者︒岡倉天心の実弟︺の英和辞典︒

﹃立襟﹄という辞書や︑岡倉︹由三郎︺さん︹一八六八〜一九三六

︹日誌に︺書いていますから︑本当のことでしょう︒また︑その下

所澤

一学年はやっぱり四〇人くらいでした︒

一学年何クラスくらいですか︒

清興は二万人ぐらいの町で︑そうですねえ︒

小学校のときの様子をもう少しお伺いしたいのですが︒そこ

の最後の妹というのが︑呉の県立高女を出たときに︑広島県知事の

の小学校の規模はどのくらいなのでしょう︒

では︑お母さんの系統も︑お父さんの系統も︑みんな理科系
ええ︒親父は鍛冶屋の職人で︑一番上に親父の兄貴がいたわ

に二人姉がいたわけです︒これが︑あの当時の口減らしで大阪の紡

西田

伊藤

ええ︑そんなところへ出かけていった︒それから︑親父の上

木曜島か何かですね︒

来ておられました︒ 小学校のときの教育で思い出すのは︑群馬県か

あったと思います︒ 小学校には︑日本内地の師範学校を出た先生が

校三年までは共学で︑ 四年生から上は男女劉ですから︑ニクラスは

いや︑四〇人くらいが二つくらいありました︒そして︑小学

それは一クラスですか︒

西所西所西
田澤田澤田

ら来ていた先生で︑ 結核になられて途中で療養に帰っていますが︑

ころへ⁝⁝︒

けですが︑母親とけんかして︑今のオーストラリアの真珠をとると

西田

のような感じですね︒

伊藤

表彰をもらった︒だから︑母の兄弟の系統は大変よく勉強ができた︒

にお礼にいったのでしょう︒﹁花品吉氏があいさつに来られた﹂と

西田

す︒

縁もゆかりもないところへ養子にいって︑

をする人間は兵役免除をしてもらえたのですね︒ それで︑花という

︒

で西小西伊
す田池田藤
績工場の女工になって︑二人とも結核で死にました︒ちょうどあの
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伊藤

西田

所澤

やはり小学校のときの先生との出会いというのは︑非常に後

後のほうの先生は宮野先生といいます︒

何というお名前の先生ですか︒

がいわれるのです︒自分のをいわれるときは顔から火が出る︒だけ

もう一つ私の﹁自分史﹂のときに思い出して書いたのですが︑小

から大きく響くものだと思います︒

ど︑いわれればそのとおりだから︑こたえるのですよね︒﹁西田君

学校六年生のとき︑今でも立派な先生だと思いますのは︑あるとき

西田

非常にシャープな人でした︒今でも覚えていますが︑その先生が︑

先生が授業中に︑﹁君たちはこういう場合にどうするか︒つまり︑

投げて︑清津の海岸端から山の手へ近所連中とバーツと駈け上がっ

は︑非常に素直で先生のいうことをよく聞くけれども︑君は少し調

このクラスの中で︑カンニングをしている者がおった︒それを君ら

て︑兵隊ごっこですよね︒そういうこととか︑探偵ものの追いかけ

世の申には非常に不舎理なところがあると言って︑小学生に向かっ

が見つけたら︑それを担任の先生にいうかどうか︒君はどうするか﹂

あいをするとか︑きわめて素朴な遊びでした︒

て︑﹁とにかく国のお金の使い方がなつとらんしとか︑まあ︑左翼

といって︑一人ひとり答えさせられた︒﹁カンニングをすることは

よく遊んでいましたか︒

子がよすぎて︑陰でどうしているかということはあんまり信用なら

悪いことだから当然いうべきだ﹂﹁友達を裏切るようなことをしちや

伊藤

遊びましたね︒

関係の話です︒﹁大体女の人のお化粧というのは︑必要な油という

いかん﹂﹁いや︑そうじやなくて本人に忠告してやればいい﹂と︑

西田

その頃︑小学校の五年生くらいから大体勉強なんかを始めた

ん﹂と︒その先生のいわれることは非常にこたえることがありまし

いろんな答えが出るわけです︒そのときに先生は︑﹁どれが正解か

所々

ものが足らんから外国から輸入するのに毎年二千万円かかっている

といえば︑これには正解がないんだ︒人それぞれがその場合にどう

のではないかと思うのですが︒

た︒あの先生はどこのご出身だったか︑そんなことが︑六〇年︑七

するかということを自分で判断してやることだから﹂と︒私は今で

西田

んだ﹂というわけです︒それから私たちは︑道でお化粧をしている

も思いますが︑人間の中にはいろんな価値の対立があるわけです︒

験というのはあったのだろうか︒

〇干たっていまだに覚えていますから⁝⁝︑非常に強い印象を与え

その対立する価値の中から選択するというのは︑自分の責任でやる

あったに違いないと思いますけれども︒

女の人を見ると︑﹁二千万円︑二千万円﹂とはやし立てたことを覚

のだ︒これが人間の実践的行動の始まりなのだ︒それをくぐり抜け

伊藤

あったとは思いますけれども︑小学校で卒業した五〇人ぐら

たと思います︒

ていくことによって︑価値観というものが生まれるのだということ

西田

えています︒しかし︑その先生は病気で亡くなりました︒

を︑間接的に教育されたのだと思いました︒見事な教育だと思うの

いの同窓の中で︑あの当時で中学へいったのは二割ぐらいです︒

あの頃は中学校に入るのに受験勉強というのは⁝⁝︒入学試

子どもの遊びというのは︑学校から帰った後はかばんを放り

で す︒

伊藤

でも︑清津だけではないでしょう︒いろんなところの小学校
もう一つは︑その先生が本当の卒業の間際に︑四〇人のクラスで︑

清津の小学校と羅南の小学校がありますから︑そこから羅南

から中学に集まるわけですから︒

西田

﹁今から︑私が一年間やってきて︑気付いた君たち一人ひとりの長
所と欠点を︑一人ずついう﹂といって︑みんなの前で一人ずつ先生
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敦賀から船が出ていまして︑夏休みにそれで帰るときに︑船に乗り

ら血盟団と五・一五が出たものですから︑私たちが学生の頃新潟や

羅南と清津以外に︑そのほかにはないのですか︒

込む前にあの当時の特高警察に︑思想関係をずいぶんやかましく調

中学校に入ってくるわけです︒

儲藤

威鏡北道というのは四国と同じ面積があるわけです︒その中

べられました︒何かそういう右翼の何かがあってはいけないという

西田
に羅臼中学校がたった一つ︒しかし会寧とかいろんなところに小学
やっぱり小学校はあるのでしょうね︒

伊藤

今の話だと︑新潟辺りに船が出るわけですか︒

かなり重要人物が出たところなんです︒

わけですね︒清津というのは妙な因縁で︑五・一五と血盟団事件の

伊藤

小学校はあったはずですけれども︑その辺は来るとなると寄

ええ︒私らが高等学校へ入る頃には威琴線という清津からずっ

校が︒

西田

西田

いくのに︑汽車で大体一晩かかります︒

宿舎へ入らなければいけません︒そう︑羅南中学校の寄宿舎にやは

え︑そんなにかかるのですか︒

とソウルへいく汽車が通じたのです︒しかし︑岡津からソウルまで

やっぱり入っていたのでしょうね︒

伊藤

り三〇〜四〇人おりましたから︑あちこちからぽつぽつ来ていた︒
伊藤

その辺の小学校から進学するところは︑男の子の場合だと羅

のでしょうか︒

所澤

船で日本海を渡って新潟へというのはどうなのですか︒

あれは遠いですよ︒それから釜山に出て︑関釜連絡線で︑そ

西田

伊藤

その後︑今度は日本海航路が発達しまして︑清心を基点とし

西田

中学校たった一つです︒女学校は中学校よりも先につくっていまし

西田

南の中学校ですか︒それからあと商業学校とか工業学校とか︑そう

た︒灘南には羅南女学校がありました︒清津には女学校も中学校も

て新潟へいくのと︑敦賀へいくのと︑その両方がありました︒私は

して山陽線でいくわけです︒だから︑あれで二昼夜くらいかかった

なかったのです︒だから︑私らが汽車通学でいく中学生の列車に女

高等学校が京都の三高ですから︑京都だと敦賀が一番近いわけです︒

いうものは︑どうなのでしょう︒

学生もやっぱり数名乗っていまして︑これにちょっかいを出したり︑

大学のときには新潟が近い︒それで往復しました︒

まだそれは︑その当時はありませんでした︒中等教育は羅南

いたずらをしたりしたものです︒その後︑清陰に女学校や中学校が

敦賀まで船でけっこうかかるのですか︒

では︑わりあい近いですね︒

伊藤

伊藤

あそこで昔︑気比丸という船が戦争中機械水雷にかかって沈

できたのはずっと後です︒ほとんど戦争直前ぐらいではないですか︒

ただ︑清津の町で思い出になりますのは︑ちょうど私たちが中学

西田

敦賀を夕方出て︑一晩船の中で寝て︑明くる日の朝清津に着

校に入った頃でしたか⁝⁝︑日本内地でだんだん革新的な運動が起

んで︑亡くなった人がありましたね︒私らの友達の弟で京都大学に

西田

きて︑血盟団事件︑五・一五事件が︑私らの中学生の頃でした︒そ

いっていた男が天野貞祐さん︹一八八四〜一九八○年︒元京都帝大

清里という町はそういう格好で︑一種のハイカラな気風で新しいこ

の血盟団事件の一つの頭株みたいな人で四元︹義隆︺というのがおっ

教授・元文相︺の弟子だったので︑哲学の書物を下げて海に沈んだ

くぐらいです︒

たのですが︑それが清津の商工会議所の会長の子どもだったのです︒

という話がありました︒

とをどんどんやろうという形で生き生きとしておりました︒

五・一五事件の海軍将校が清津府の市長の息子だった︒同じ清津か
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した︒騎兵二十七連隊は︑連隊長以下二十何人が向こうで囲まれて

です︒そして︑第十九師団が羅南から満州の東部へ出かけていきま

か七年︑私らが中学校に入ったばかりの頃に満州事変が始まったの

という︑そういう雰囲気ではありませんでした︒むしろ︑昭和六年

もない話だというだけで︑一般的にはそれほど皆の思想が動揺した

囲気とか︑中学校などは軍隊都市ですから︑そういうものはとんで

西田

しょうけれども︑それはやっぱり新聞ですか︒

伊藤

国人が今の支那饅頭を売りに来て︑それを買って食べるのが昼飯で

点は近代的でした︒けれども︑そこへやってくる昼飯は︑近くの中

西照

所演

西田

伊藤

所澤

暖房は何を使っていたのですか︒

鉄筋コンクリートの堂々たるものです︒

新築ですか︒

まいしていまして︑翌年に初めて校舎が完成しました︒

西田

暖房はスチームです︒部面の中にスチームがまわって︑その

中学に入ったときには野砲兵第二十五連隊の兵舎の中に仮住

建物はどんな建物ですか︒

○人程度でした︒ずいぶんこじんまりした学校でした︒

中学の時代は︑当時の革新的な運動や何かの話があったので

戦死しましたね︒その連隊長の子どもが私らの同級におりまして︑

した︒

から︑学校の中で成績の良い者は配属将校が目を着けてしきりに陸

をやらされて︑剣を吊って走りました︒非常に軍隊的な雰囲気です

して︑合同で三春の平野遭遇戦などをやりました︒私はよく中隊長

配属将校はきりきり舞いです︒地元には中学校と青年学校がありま

るわけですが︑師団長までやってくるわけです︒そうすると大尉の

体が軍隊的な雰囲気︒軍事教練は実に厳密で︑一年に＝遍査察があ

学は威鏡北道の最高学府で︑そこに師団があるわけですから︑町全

校というのが学校に居て軍事訓練をやったんです︒しかも︑羅南中

西田

伊藤

あの当時の中学校は︑カリキュラムの必須科臼として配属将

もちろん中学では軍事教練もずいぶんなさったのですか︒

した︒それが暴力をふるったということでえらく揉めましてね︒学

場の海岸で悪いやつを呼び出して︑鉄拳制裁を加えた事件がありま

しがないから活を入れるといって︑清津に帰ってから︑清津海水浴

わけですね︒だんだん五年生は生意気になって︑下級生が少しだら

二時間汽車通学をしていますと︑一年生から五年生まで乗っている

西田

ではないですか︒

伊藤

西田

う︒

伊藤

自分たちは選ばれた人間だという︑そういう意識はあったの

そうですね︒

そういう話は︑私らは新聞のニュースで聞く程度で︑町の雰

むしろ戦時的な気分が非常に強かったです︒

軍士官学校へいけと勧誘して︑ずいぶんそれへいきました︒しかし

校で︑﹁五年生のそれをやったやつは集まれ﹂というわけです︒私

あんまりそんなプライドはなかったでしょうね︒それでも︑

羅南中学というのは︑その地域全体のとにかくエリートでしょ

私らのクラスだけはみんなつむじ曲がりで︑誰一人いかなかった︒

は知らなかった︒ところが︑その日のうちに停学処分になってしまっ

五年生の皆の意見もよく聞いてくれというのに︑いきなり抜き打ち

中学校のことなのですけれども︑中学校はどのくらいの大き
羅南公立中学校はニクラスありました︒

で停学にしたものですから五年生が怒りまして︑あくるB運動場に

所澤
西田

五年生までですか︒

座り込んでストライキみたいになつちゃったのです︒私は級長とし

たのです︒私どもは︑あれはやったやつだけが悪いのではなくて︑

所澤

ええ︑一年から五年までで︑一学年がニクラスで︑やはり五

さの申学校でしょうか︒

西田

16

2002年7月15日

辺境ではありますよね︒だけど︑そういう自分の世界のイメージと

ですから︑日本地図を見て︑自分がいるところというのはずいぶん

伊藤

をしていたわけでしょうね︒

した︒エリートのプライドというよりは︑かなりしたい放題のこと

かし明Bから学校へ出てもいいと︑停学を一露で解除してもらいま

て︑学校側との間で走り回って︑とにかく暴力はいけないのだ︑し

いぶん勇ましい国境警備の歌というのがありました︒そういう緊張

りて襲い来る不逞の輩の不意打ちに妻も銃とり応戦す﹂という︑ず

朝鮮北端の二百里あまりの鴨緑江︒わたれば広漠南満州﹂﹁河を渡

西田

所澤

西田

所澤

若くはないですね︒私らは馬賊と呼んでいまして︑﹁此処は

でも︑若くはないですよね︒

分かりませんね︒

その頃のイメージで︑年は幾つぐらいですか︒

るなんていう者もあったようです︒

本の軍隊がそれを抑えに出かけていった︒そうしたらそこで戦死者

いる︒その連中が暴れまわるものだから︑とうとう満州のほうへ日

わっているのだ︒国境警備ということで︑非常に警察官が苦労して

た独立運動というのは要するに馬賊だ︒川の向こうで馬賊が暴れま

越えたらもう中国ですね︒あの当時︑私どもは︑金日成がやってい

実感としては︑周りに軍隊があって︑豆満江︹図椚江︺という川を

西田

が好きでした︒私は中学校に入った頃から細工ごとが好きで︑うち

く野心を起こしたわけです︒それまでは勉強の中では理科系のこと

勉強が好きでした︒兄貴から最後に勧められて旧制の高等学校へい

西田

か︒

滋藤

ようなことは︑まったく視野に入ってきませんでした︒

感はありましたけれども︑それが天下の情勢でどうなるのかという

自分がいる場所が朝鮮半島の北のほうで︑当時は朝鮮も日本

いうのは︑その頃はどうでございましたか︒

が出たりした︒そういうきわめて局部的な戦争の緊張感がいっぱい

が鍛冶屋なものですから︑道具は何でもあります︒﹃こどもの科学﹄

イメ⁝ジというと︑私どもの生きていた新天地というものの

でして︑それ以外に世界の動きとか何とかに対して実感的にはっき

という雑誌が今でもありますが︑あれが朝鮮でもありまして︑これ

私はその頃まだ高等工業へいくつもりでしたから︑理科系の

その中学でどんな学科がお好きでしたか︒やはり理科系です

りした認識はなかったです︒

のための中学校があって︑そこの連中と付き合いをしていた連中か

西田

えています︒﹁前畑がんばれ﹂というのがありましたね︑清津であ

オをつくったのです︒それが初めて聞こえたときの放送を今でも覚

てくるわけです︒その組み立てをやって︑初めて三球の真空管ラジ

を愛読していました︒あれの広告を見ると︑真空管のラジオをつく

ら︑﹁金日成というのがおって︑これが馬賊の大将で︑白頭山を根

れが聞こえたのです︒これで︑親父やおふくろも初めてラジオとい

いま金日成の名前が出てきましたけれども︑金日成の名前を

拠にして暴れているのだ﹂というようなことを聞いたことがありま

うものを聞いて喜びました︒おふくろは︑浄瑠璃が好きだからそれ

所澤

した︒ですから︑私らの羅南中学校の同級生は︑金日成というのは

が聞けるようにしてくれ︑親父は浪花節だと︑文明の利器は非常に

るセットが書いてあって︑日本内地に注文すると一ヵ月くらいかかっ

本当に一人なのかどうか︒一代目はとうに死んでしまって︑二代目︑

高く買ってくれました︒工場に大きなアンテナを張って聞こえるよ

初めて聞いたのは幾つぐらいのときでしょう︒

三代目になっているんじゃないかと︑そんな話もときどき出ます︒

うにしました︒また親父が日本内地にいったときには︑あの当時は

私らは中学の頃に隣の鏡城という町に高等普通学校︑朝鮮人

高等普通学校の仲間の中で︑金日成という人を実際に見て知ってい

司7

回

四年終了の人も︑まれにあったのでしょうね︒私も四年終了

そのときはどこを受けたのですか︒

西田
伊藤

三高を︒

珍しい写真機を買ってきて︑写真の現像とか焼付けも全部暗室の中

西田

やはり三高ですか︒

で一遍高等学校を受けたのですが︑落っこちぢゃいました︒

伊藤

にこもってやったりして︑自然に理科系のことになじんだのです︒

圏第三高等学校入学の虚

五年生のときにやっと入ったのです︒卒業名簿に進学した学

校が書いてあるのですが︑五年生の五十何人の卒業生のうちで上の

西田
心澤

学校にいかなかった人はほとんどありません︒やはり牛津という町

高等工業を最初は考えていたというお話だったのですけれど

も︑その当時頭にあった高等工業学校はどこでしたか︒

朝鮮にある高等工業のことは全然考えなかったのですか︒

三高を選ばれた理由は何だったのですか︒

ボン大といっていましたね︒今の方が聞いたら怒りますね︒

学校というのはほとんどパッとしない︒B本大学はご承知のように

た︒やはり国立の高等学校とか専門学校のほうが難しくて︑私立の

がそういうハイカラなところなのでしょうね︒あの頃は︑早稲田︑

所澤
ありませんでした︒

所澤

兄貴が一高を失敗して︑﹁高等学校はどこがいいか﹂といっ

慶応なんていうのは物凄く入りやすかったのです︒慶応なんかへい

伊藤さっきソウルとおっしゃいましたけれども︑当時は京城といっ

西田

おふくろの郷盤が広島ですから︑広島高等工業です︒そこへ

ていたのでしょう︒

西田

京城ですね︒

たら︑兄貴が︑貫高か三高だ︒これがトップクラスだ﹂と︒そう

西田

西田

京城の学校へいこうという感じではなかったのですか︒

したらおふくろが︑﹁関西のほうがいい︒京都という町は好きだか

叔父さんも昔いたのですから︑広島の高等工業学校へいくつもりだっ

伊藤

京城にそんなに親しみを覚えませんでした︒笹丘の中学校に

くのはぼんくらだ︑早稲田は誰でもいけるところだという印象でし

西田

ら﹂と︑それだけのことです︒京都の町は静かだから︑あそこだっ

たのです︒

おりまして︑五年生のはじめの頃に一度︑修学旅行で威逼線で京城

三高に入ったときに︑あの当時ですから︑旧制高校のガチャガチャ

たらあんまり悪いことはせんだろうというのですね︒

激しましたけれども︑やっぱり遠い田舎みたいな感じで︑いくのな

の寮に入りたいと思ったのですが︑試験のときにおふくろが朝鮮か

へ出ていきました︒そのときに京城で電車が走っているのを見て感

ら巳本内地だとあこがれていました︒私らが中学を出る頃には京城

らついてきまして︑寮を見たらもう︑本当にブタ小屋みたいなもの

こで︑京都の東山の町を歩いて素人下宿を探したのです︒聖護院と

に京城帝国大学というのがあって︑それの予科がありました︒旧剃
その中学からはどんな進学状態ですか︒

いうところがありますね︒あの町の中をぐるぐる歩いていましたら︑

で︑こんなところに入れたら大変だというわけで震えあがった︒そ

伊藤

ずいぶん進学者が多いですね︒中学校を出た五十古名の仲間

高校へいくかわりに京城帝大の予科にいった人もありました︒

西田

﹁ここへ入ってみようか﹂といって︒そこのおばさんとおふくろが

角を曲がったところの軒に︑﹁貸し間あり﹂と書いてあったのです︒
四終の人もいましたか︒

の中で上の学校へいかなかったのはほとんどいませんでしょう︒
伊藤
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そこまで帰って︑三度の食事をしてもらったのです︒うちからの仕

下宿しました︒外で外食をしたら悪いことを覚えるからと︑昼飯も

えらく気が合いまして︑そこに下宿を決めたのです︒三年聞そこへ

ら︑その人らが来て︑その人は技術屋だったのですね︑いろいろと

が︑町の中でたった一軒だけ私の親父が鉄工所をやっていましたか

領事館がありまして︑そこにロシア人の領事がおりました︒その人

日本語でよく親父と話をしていて︑﹁あの領事はしっかりした男だ﹂

一般論として申しあげますと︑うちの工場に五〇〜六〇人職人を

︑そこから

度︑大学は東京だ︒京都は飽きたから東京へいく﹂といったらおば

雇っておりました︒三分の一くらいが中国人で︑残りは朝鮮の人で

かわいいでしょう

さんが︑﹁西田さん︑あんたのお嫁さんは私が世話する﹂というか

す︒私らが見ていて︑おふくろや親父の評価としては︑中国人とい

送りもそのおばさんのところ

ら︑﹁よろしくお願いします﹂といったら︑そのおばさんが︑海軍

うのは凄い︒ちゃんと仕事をして︑稼いで︑盆暮になったらちゃん

といっていました︒ロシア人のほうがむしろインテリとして実感が

にいったときに本当に候補者を出してきた︒それが今の女房なんで

と着物を着替えてあいさつに来る︒そういう義理堅いことでは中国

もらっていて︑毎月収支報告をして︒三年間三度の食事をつくって

す︒家内とよくいうのですけれども⁝⁝︑あの聖護院の街角をこっ

人というのは立派だ︒朝鮮人というのは︑金を貯めたらすぐ休んで︑

ありました︒

ち︹右︺に曲がらずにこっち︹左︺に曲がっていて︑かまぼこ板を

山の上にいって太鼓を叩いて皆踊りまわっている︒あれは亡国の民

もらうと⁝⁝︑第二のおふくろですね︒高等学校をおわって︑﹁今

見なかったら︑今の女房はいない︒人の運命というのは面白いもの

代ですが︑私は朝鮮で長年育った人間として︑先入観としてそれほ

だといっていました︒今︑韓国や北鮮と仲よくしなければならん時

所澤

ど優秀な民族だという印象を持っていないわけです︒偏見かもしれ

ですね︒

中国の国境を越えて大陸のほうにいくということはあったのでしょ

ません︒

少し中学校のほうに戻りたいのですけれども︒中学校の頃に

うか︒

旅行でいったことはあります︒それ以外には向こうへ渡ったことは

切りがありまして︑これから向こうが中国だと⁝⁝︑そこまで修学

西田

小池

ました︒

西田

伊藤

労働者としてですか︒

北朝鮮のほうに︑ずいぶん中国人の労働者がみんな入ってい

しかし︑どうして中国人がそんなにたくさんいたのですか︒

修学旅行で豆満江の橋の上までいきました︒橋の盛ん中に仕

ありません︒

労働者です︒休みの日にはちゃんと服装を着替えて︑立派に

職人としてきちんと技術を身につけるわけですか︒

西田
伊藤

ええ︑どこかへいって修行してきたというのではなく︑見習
むしろ実感としては︑私らはウラジオストックというソ連

まだ渡るのは非常に大変だったのですか︒旅券だとかいろい
入国手続きがあったのかどうか︑よく知りませんけれども︒

西田

所澤
西田

いや︑ないでしょう︒

いの学習でしょうけれども︒しかし︑仕事の覚え方も立派だし︑非

暮らしていました︒

小池

しかし︑そんなに憧れていくようなところではありませんで

うと⁝⁝Q

西田

しょう︒

所澤

彼らはB本語をかなり話していたのですか︒

常に律儀で︑中国人というのはなかなか大国民だといっていました︒

2002年7月15日

のほうが非常に気になっていました︒ 清津の町の山の手にはソ連の
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回

難

付き合いでは︑あんまり感心するような人に出会っていないという

いのだと思いますけれども︑そういう人もあった︒しかし︑平生の

非常に律儀なところのある人ですね︒だから悪口をいってはいけな

うことを兄貴から聞いたことがあります︒朝鮮の人たちというのは︑

てきて︑韓国へ脱出するところまでいろいろ面倒をみてくれたとい

そのときに︑昔工場で雇っていた朝鮮人の職人が最後まで追いかけ

計八人︑これが三八度線のところまで無一物で逃げ出したのですね︒

のときに︑清節に住んでいた両親と兄夫婦︑弟夫婦など︑家族が合

もはそれほど尊敬しなかったのですが︑ずっと後になりますが終戦

悪口をいったりして︒しかし︑その点で朝鮮の人というものを私ど

なかった︒けんかをするときだけ︑町の中で石の投げ合いをしたり︑

私らは日常的に住み分けしていましたから︑ほとんど朝鮮語を覚え

は日本人と接近しなきやならんということで日本語を話しました︒

西田

は専門学校へいくとか︑昔の医学専門学校ですね︑そういう専門学

か慶応に入ったり︑日大にいったりということはありました︒あと

はほとんどいなかったです︒それよりも︑今の入りやすい早稲田と

西田

はなかったのですか︒

ら︑クラスメートからすると︑そんな専門学校なんて︑という見方

村上

大きな野心はなかったです︒

西田

工業を出てどういう将来を考えておられたのですか︒

伊藤

ふろは働き手でした︒

西田

伊藤

女中はいません︒女中を雇うまではいきませんでした︒おく

女中さんはいないのですか︒

切り回していました︒

その当時はうちの鉄工所をやるつもりだったのです︒そんな

でも︑先生は級長もやっていらっしゃるような優秀な方だか

すから︒それと︑確かに入学試験が難しかったですから︒

同級生でも︑旧制高等学校を狙って大学までというような人

そうすると︑受験勉強はどのようにしてされたのですか︒

向こうの人はやはり︑B本人の仕事の中に入っていくときに

ことをいっていましたね︒それが一般論です︒

校が大勢でした︒旧制高校に入るというのは︑大学まで道が遠いで

先ほど高等工業云々という話がございましたけれども︑高等

所場中国人はやっぱり日本語を使って生活をしていたのですか︒
西田

所澤

それは︑羅南中学校で四年生の頃から︑上級学校へ進学する

ええ︒うちの工場なんかへ来ると︑親父がほとんど外国語を

しゃべらないですから︑仕事の上のことは金部日本語でやっていた

西田

人入ったのです︒私が入って︑それから二〜三年後に最後にまた一

わけです︒私のうちは裏で工場をやっていて︑ここへ住まいがあっ

では︑お母さんはできたわけですか︒

人︒三高に入ったのはその三人だけです︒僕らのクラスから旧制高

者の受験クラスを設けて︑器機の補修授業をやってくれました︒学

伊藤

見よう見まねで覚えたのでしょうね︒朝鮮語でけんかしたり

て︑表の通りのところで金物屋をやっていまして︑そこの店番はお

西田

校に入ったのは︑岡山の第六高等学校に一人︑八高に一人︑そんな

校もはりきっていましてね︒羅南中学校は私が第六回の卒業生です

していました︒私らは全然覚えない︒裏の工場に徒弟制度で内地か

ものです︒だから︑旧制高校進学というのは非常に狭い門だったの

ふくろがやっていたわけです︒そこへいろんな金物を買いにくる朝

ら来ていた職人がうちに住み込んでいました︒子どもが四人おって︑

です︒私らが受けたときは︑政府の予算が切り詰められて︑高等学

から︑まだ新しいでしょう︒私より一級か二級上で三高へ初めて一

住み込みの徒弟さんが二〜三人おって︑おふくろはそれらの全部の

校の入学定員がずいぶんしぼられていまして︑一クラスニ十何名し

鮮人との朝鮮語の旛対は︑おふくろがやっていました︒

家族の食べることから洗濯まで全部︑それから店番︑それを一人で
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かなかった︒

ですね︒インドの端のセイロンです︒あそこにトリンコマリーとい

それは繕いわれても分からないですね︒

う小さな港があった︒それだけが全然できなかった︒
それはひどい問題だな︒

専門学校のほうはほかにもいたわけでしょう︒
小池

中学時代で印象に残っていらっしゃることというのは⁝⁝︒

伊藤

村上

中学の先生で私が一番影響を受けましたのは︑羅南のああい

伊藤

一橋もそうですしね︒

西田

ええ︑工業とか︑高等商業学校︑高松の高商とか︑東京高商

揆藤

東京の一橋も︑工業大学になった東京高等工業︑そういうと

西田

西田

う北鮮の田舎へ︑三高を出て︑東大の建築学科を出た先生が来てい

京城帝大の予科はどのくらいのイメージですか︒

ました︒この先生が数学の先生で︑ラグビーもやる人でして︑細長

とか︒

ころに非常に希望者が多かったようです︒

所澤

い顔をしていたので︑ロバというあだ名をつけていたのですけれど

けたのでしょうね︒非常に平戸ないい人でした︒あと中学校の先生

旧制高校と同じ格なのですけれども︑中くらいの人が受ける
陸士︑海兵はどうだったのですか︒

というのは⁝⁝︑物理学校を出て数学の先生をやっていて︑こんな

西田
小池

私らは全然︑あんな配属将校なんかのいいなりになるものか

も⁝⁝︑私が三高にいくことについてはやはりこの先生の影響を受

西田

ひげをはやしていた人︒この先生は︑給料日になると︑授業時間に

ということで︑トップクラスがいくとは思っていなかった︒

と思って︑誰もいきませんでした︒私らの上のクラスはだいぶ士官

西田

伊藤

ええ︒そのときの選択科目が地理でした︒今でも覚えていま

先生は︑英数国漢で受けられたわけですね︒

らないで一度もレギュラーの試合には出してもらえなかったのです︒

高等学校へ入ってからの話ですが︑がんばったのですが︑腕があが

西田

伊藤

私が三高二年生のときに全国インターハイで優勝したのです︒

三図嚢道部というのはかなり強いですか︒

騒三高剣道部マネージャー・鱈校註応援圃長
として穴藩躍

てからも剣道部に入りました︒

必須でしたから︑私は剣道をやりました︒その流れで旧制高校へ入っ

旧剃の時代には︑中学の頃は男子の生徒は︑柔道か剣道が選択で

かなか皆風格がありますね︒

出して一所懸命お金を勘定しているんです︒超然たる人でした︒な

皆に宿題をやらせておいて︑教室の中を歩きながら自分の俸給袋を

あったと思います︒あんまり学費がかからないでしょう︒だ

でもやはり︑陸士︑海兵は一般的には人気があったのでしょ

学校にいったりした者があります︒

伊藤
うね︒

西田

けど︑中学時代に軍事教練を嫌というほどやらされましたからね︒

先生が高等学校を受けたときの入学試験の方式なのですけれ

ども︑高等学校の試験は一回でしたか︒年によっては二厩行なって

所澤

一回でした︒一度だけです︒二度選抜というのは私らの頃は

いるときもあったように思うのですけれども︒

西田

ありませんでした︒英数国漢と︑ときどき選択科目が年によって地

すが︑変な問題ですね︒﹁トリンコマリーという町を記せ︺と︒そ

あがらないくせに︑二年生のときに︑剣道部のマネージャーという

理とか歴史とかというのがあって︑普通は英数国漢ですね︒

んなものは聞いたことがなかったのですけれども︑今のスリランカ
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回

苦労しました︒後から考えると︑それが一番自分の身についたよう

ための準備から︑全部を取り仕切るのがマネージャ⁝です︒それで

のがありますね︒剣道部の全体の会計から︑すべての部員の練習の

西田

うのですが︒

所志

年京都でありましたよ︒

インタ⁝ハイのときマネージャーは一所懸命走り回って︑結構忙

れは交互にやっていました︒だけど︑インターハイというのは旧制

しいんですよ︒この次にどこの学校と当たるということが分かりま

四月に新学期が始まって︑夏にインターハイの試合があるわけで

対抗で一高戦と三高戦というのは高等学校同士の試合で︑こ

サッカーなんかは︑東大と京都で交代にやっていたように思

な気がするのです︒

の剣道部員がみんな合宿するわけです︒合宿中︑八月まで約二ヵ月

高校と専門学校を全部入れてやるわけで︑私の知っている限りでは

間︑毎日の献立を立てる︒おばあさんを雇って︑その人に炊事させ

すと︑その轟轟の試合を見にいって︑向こうの選手の名前と癖︑あ

ずっと京都でありました︒

る︒皆から会費を徴収して︑宿代から食べ物代まで全部経理をやる

いつは逆胴をやるとか︑面が得意だとか︑それを全部調べ上げて︑

す︒そうすると︑五月頃からマネ⁝ジャーが京都の山の手の東山の

わけです︒皆が着る剣道の道具が壊れると︑それを修繕に出したり︑

こちらの選手を出す作戦をキャプテンと相談するわけです︒

辺を歩き回って空き家を探してくるわけです︒その空き家へ十何名

道具を買ったりする︒そういう道具麗とのお金の出し入れ︒私が引

第しそうなやつがおると︑落第生になると対抗試合に出せないので︑

練習をして帰ってきてからまた勉強するわけですね︒試験の後で落

苦労しましたけど︑仲間から非常に珍重された︒試験のときなんか︑

ときに剣道部の合宿のマネージャーをやったということで︑非常に

それで丸二年半やって剣道部の赤字を全部なくしました︒二年生の

で飯を食わせちゃいかん﹂と先輩からも金を取るわけです︒しかし︑

皆の金を取り上げて︑そして︑先輩が合宿に訪ねてくると︑﹁ただ

つががんばってなかなか出られない︒後の男は飲んでしまって面を

に即効性があるんです︒今度は交代だと思って飲ませたら︑前のや

です︒本人が立会いをする数分前に飲ませると効くわけです︒非常

が負けるからこの男に﹂と︑それをオブラートで包んで飲ませるの

物をしてくる︒試合のときに︑選手の後に座って︑﹁今度はあいつ

川端通りの荒神橋の挟にあるお店がいいのだといって︑そこで買い

まして︑それを粉にしたものを飲むと瞬間的に物凄く元気が出る︒

けれども⁝⁝︑﹁まむしの黒焼き﹂というのを京都の町で売ってい

一番滑稽なのは︑今だったらドーピングという問題になるのです

点数をあげてくれとかいって先生のところに頼みにいってね︒それ

かぶって顔が真っ赤にしている︒飲むのが遅すぎると︑途中でしょ

き受けたときに剣道部にはずいぶん大きな借金があったわけです︒

で︑二年生のときに全国のインターハイで京都大学の剣道部の道場

ぽんとしちやうんです︒これはてきめんでした︒変な笑い話ですけ

たんです︒剣道部の優勝には大いに貢献している︒

で最後に優勝しましたときは︑本当にうれしくて︑祝勝会の晩は︑

専門学校や何かも含めて︑全国でどれくらいあったのですか︒

ど︑その当時は真剣で︑まむしの飲ませ方までマネージャーがやっ

所澤

伊藤

どれくらいでしたかね︒

われを忘れて人事不省になって担ぎ込まれました︒

ども︑その当時の剣道のインターハイは︑毎年東大と京都で交互に

西田

旧剃インターハイについてもう少しお伺いしたいのですけれ

やるような形だったのですか︒

何十とあったわけでしょう︒

いや︑あれは京都大学が主催していたのではないですか︒毎

俣藤

西田
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西田

あったわけです︒勝ち抜きでどんどん︑ 筆何回戦でしょうか︒

四回か五回ぐらいやったのでしょうね︒

五人一組とか︑一〇人一組で試合をしていくわけですか︒

一高との対校戦というのは︑明治以来ずっと伝統のある対校戦な

のですね︒私の前の年の三高の応援団長というのが︑もう亡くなり

ましたけれども︑自治大臣をやった早川崇さんでした︒東京で庭球

三高は︑文科は甲一︑甲二と二つあって︑それから乙と丙

乙はドイツ語が専攻です︒文科だけは丙のフランス語があり

三高には文科と理科があって︑理科の中に甲乙がある︒甲は

三高のときは︑理科⁝⁝Q

げるときにガラス瓶の割ったやつを投げつけながら殴りこんできて︑

が悪いわけです︒そうしたら一高が怒って︑三高の癒援腿が引き上

なだれ込んで試合をつぶしちゃったわけです︒これは完全にこっち

ですから︑負けるのを見るのは忍びないといって︑テニスコートに

の対校戦をやっているときに︑何年悶も三高が負け続けてきたもの

ました︒

血の雨を降らせた︒そういう紛争がありました︒結局︑そのときの

一組七〜八人おりますね︒

があった︒ 理科のほうは︑理一︑理二︑理三と︑理由です︒

藤西伊西所
語田藤田澤
理甲が三つにクラスを分けているのは何の意味なのですか︒

たのです︒それでもう対校戦がつぶれそうになった︒

応援団の幹部が学校で処分を受けまして︑応援団長の早川は退学し

そのときはもう︑帝大にいくのだというお考えですね︒

やったのでしょう︒

のです︒しかし三高が恥をかいて対校戦をつぶしてはいけないと︑

に朝鮮に帰っていましたから︑対校戦なんか兇にいったことはない

がその後始末をしたわけです︒私は︑高等学校の二年までは夏休み

やっぱり適当に配分したのでしょうね︒

あの当時は︑旧制高等学校へ入るのが非常に難しくて︑私ら

しなければどこかに入れる︒ だから︑大学入試についてはわりあい

まく合っていて︑ 高等学校を出た後の大学進学はあまり選り好みを

西田

ええ︒ところが︑旧制高校の定員というのは大学の定員とう

八倍ということですか︒

伊藤

ええ︑テニスと陸上︑それに水泳と野球と四種類があります︒

試合はいろいろあるわけですか︒

活したわけです︒

を設けてきちんとやろうということで話をつけ︑翌年に対校戦は復

ました︒そのときに︑三高は悪い点は謝る︒しかし︑今後はルール

総代会の議長をやらされましたので︑三高を代表して＝高と交渉し

各クラスの総代というのが集まって総代会をやりました︒私はその

安心感があったわけです︒

西田

が受けたときには︑ 三高で八人に一人でした︒

静藤

それまでずっと連戦連敗だったわけです︒

西田

西田

擬忘すべての種臼で︑ですか︒

みんなゆったりできたわけですね︒特別なことがない限りは⁝⁝︒

だからマネージャーをやってもだいじょうぶ︒

高戦の応援団長をやらされまして︑それで非常に苦労していろいろ

ころで復活して︑私が応援団を連れていって︑東京で最初にテニス

しかし︑私はひよんな関係で三年生のときに柄にもない対一

したものですから︑大学に入るための受験勉強というものを何も準

と陸上と水泳︑みんな負けました︒最後の野球を京都の西京極でやっ

ええ︑全部です︒これで三年連敗なるかというので︑私のと

備しなかったので︑大学進学のときに一年間浪人しました︒しかし︑

て︑最後の野球戦で二対○で＝尚を破ったわけです︒

伊藤

しかし︑伝統のあるものをつぶしてはいかんというので︑私ども

特に区別はないです︒どういう区別をしたのか︒

N

西宮西伊西伊
田藤田藤田墨

その応援団をやるいきさつは︑後で非常にいい経験になったのです︒
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癒援団長をやったのです︒それはやはり一つの運命ですね︒

おまえやれ﹂というわけで︑私が何もやったことがないのに初めて

は決まったけれども︑誰も引き受け手がないわけです︒﹁委員長︑

備委員会というのをつくっていろいろ会議しているうちに︑ルール

す︒旗の振り方も私らは知らないわけです︒それで︑至仁団設立準

応援団が要る︒前の年の応援団幹部は全部処分されていないわけで

げたように︑一高と交渉して対校戦は復活する︒やると決まったら

西田

伊藤

ええ︑昭和十一年度の三高応援団長︒これは︑さっき申しあ

その応援団長をやったのですか︒

業は受けていませんし⁝⁝︒

西田

伊藤

日高先生は高等学校のときには生徒主事でしたけれども︑授

その前は全然直接の面識はないのですか︒

省の役人になつちゃったわけです︒

い﹂といって︑無理やりに文部省へ引っ張られて︑夢に思わん文部

生問題が難しくなるから︑大阪教育大学の先生を辞めて文部省へ来

やったのだから学生のことが分かるはずだ︒これから文部省では学

です︒日高先生がずっと見ていて︑﹁君はああいう自治会のことを

た日高第四郎さんだったんです︒三局先生から習ったことはないん

のにどうするかというと︑電車の横へはりつけて︑窓から外へ手を

いて︑駒場の一高までいくのに︑応援団の長い旗竿を国電に乗せる

い︒そういう時代でした︒許可してくれましたよ︒大塚に泊まって

と思ったら︑二・二六後の戒厳司令部に許可をもらわないといけな

東京へ二〇〇人の応援団を連れていって旗を立ててデモ行進しよう

塚の東京高等師範学校の寮に合宿しました︒昭和十一年ですから︑

まぼこ板一枚だったのですが︑理科系の理学士が文部省に入るとい

ものになると思われたのでしょう︒さっきの女房をもらう因縁はか

きますから︑その応援団の旗振りなどをずっと見ていて︑こいつは

高との交渉︑応援団を連れて遠征のときには︑生徒主事はついてい

ら連絡もしてくれました︒その総代会としての取り佳切りとか︑一

談判にいったり︑一高と交渉したり︒臼高先生は一高の卒業ですか

西田

伊藤

三高の総代会を学校の申でやったわけです︒校長のところに

直接な接触はなかったのですか︒

復活した応援団を二〇〇人連れて東京まで遠征にいきました︒大

出してそれを持つ︒そんな面白いことができた時代でした︒

行進するわけです︒あの頃︑京都の電車は電車の架線をはずしてく

れたと︑そういう格好で後の文部省へいく私のキャリアが決まるわ

後始末をしたなり行きからB高先生を知った︒その先生に引っ張ら

う因縁は︑前の年の応援団がけんかしたということなんです︒その

れたのです︒京都駅へいって︑二〇〇人の特別列車ではない普通の

けです︒だから︑人生の曲がり角にはいろいろな事があるわけです

京都を出発するときには︑二〇〇人が三高の吉田から京都駅まで

列車ですけれども︑駅長に︑﹁あの赤旗を機関車の前に立ててくれ﹂

ね︒

それで働きまわっていて︑勉強する暇がなかったわけですか︒

雷鳴

それがまた面白い話でして︑高等学校三年生のときに︑ 最後

物理を選んだのはどうしてなんですか︒

團浪人囲年．東京帝国穴学物理学科へ

と面自い部下が交渉にいったんですね︒﹁東山トンネルに入れんか
伊藤

ええ︑それで一年浪人してしまって⁝⁝︒そのときに私が前

らやめてくれ﹂と︒実際︑今からいえば夢のような話ですね︒

西田

なった︒そのプロセスをずっと見ていたのが︑高等学校の生徒主事︑

西田

の年に硲援団がけんかした後始末をやった︒やむをえず応援國長に
今の学生部長みたいなものですが︑その先生が後に文部次宮になっ
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が分かるわけはないのですけれども⁝⁝︒

小学校四年生しか出ていないおふくろと親父でしょう︑学問のこと

けれども︑どっちのほうにいこうかと相談しました︒相談したって︑

の年ですから新潟から朝鮮に帰りまして︑来年は大学を受けるのだ

うがなかろうが︑子どものいうことを自分なりに一所懸命考えて︑

ですよ︒明治の人間というのはそういう点で︑自分らが学問があろ

なことだ︒それならいいだろう﹂というわけです︒これは本当の話

というから︑﹁そうだ﹂といったら︑鍛冶屋ですから︑﹁それは大事

うそうたる人が聴衆の席の一番前に座って先生の講義を聞くのです︒

田辺元さん︹一八八五〜一九六二年︒哲学者︺とか︑そういったそ

したが︑西田先生が特別講演をなさるときは︑天野貞祐さんとか︑

もぐりこんで講義を盗み聞きにいったりしました︒これは感心しま

けれども︑ときどき特別講演というのがありまして︑京大の教室に

学者︺がいたんです︒先生が京都大学を定年で辞められた後でした

は理化学研究所ぐらいいきたいと思ったのですけれども︑そこは募

うと︑旧制の中学校の先生をやれるかなというぐらいでした︒最初

た︒あの当時︑理学部へいって物理をやって将来何がやれるかとい

役に立たんところだけやるのだというのです︒最初から理学部でし

ころだと︒工学部のやつにいわせると︑理科というのは︑工学部で

西田

伊藤

ありませんでした︒私は工学部なんていうのは俗人のいくと

工学部にいこうという気持ちは全然なかったのですか︒

自信を持って答えていましたね︒

やっぱり学問の世界というのはこういうものかと思って感激しまし

集していなかったから︑結局︑就職のことなんて大して夢もなかっ

あの頃︑京都大学に西田幾多郎先生︹一八七〇〜一九四五年︒哲

た︒そういうことがあったものですから︑なんとなしにあの頃は哲

たです︒ただ好きだからやるんだというわけです︒次男坊だから︑
きさつです︒

学ばやりでして︑鍛冶屋の次男坊で︑兄貴がもう跡継ぎをやってい
﹁何をやりたいかしというから︑﹁京都大学の哲学にいきたいしといっ

伊藤

迷惑さえかけなければいいだろうと︒物理にいったのはそういうい

た︒そうしたら親父が︑﹁哲学というのは何をやるのだしというか

すか︒

ましたから何をやってもいいのだと思って︑朝鮮に帰ったときに︑

ら︑﹁人間の魂の研究をするんだしといったんです︒魂の研究といっ

西田

そうです︒応援団で旗ばっかり振っていましたから︒

あ︑ その試験で落ちたわけですか︒

ええ︑数学︑物理︑英語か何かがありました︒最初︑その試

だけど︑理学部の物理学科に入るためには試験があったので

たら︑幽霊の研究をするのかと思って⁝⁝︒そうしたらおふくろが︑

天文学というのは一番金にならん商売ですからね︒﹁天文学で何を
するんだ︒お星さんを見るのかし﹁見る﹂﹁夜起きてお星さんを見て

そうすると︑三高に残留できるわけですか︒

いや︑できません︒浪人です︒

浪人ですか︒間が一年あいちゃうわけですね︒
浪人生活です︒

一年間︑東京の本郷の森川町に家を借りて︑それから一年間

いうのです︒それで天文学もだめになったわけです︒最後に︑﹁物

浪人して勉強するのですか︒

伊藤

いたら風邪を引くそしという︒しまいにはおふくろが︑﹁大体人間

伊藤

験で落ちたのです︒

というのは︑晩早く寝て︑朝早く起きるものだ︒夜遅くまで起きて

﹁そんなことをすると頭がおかしくなるからやめなさい﹂と︒

いる商売にろくなものはない︒おまけに風邪をひくからやめろ﹂と

西伊西伊西
田藤田藤田

その次が︑私の第二希望で天文学をやりたいと言った︒理科系で
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理﹂といったら︑親父が︑﹁物理というのは物の道理をやるのか﹂
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凹

簑

しているか危ないと︑朝鮮からおふくろが出てきました︒妹が女学

んね︒それに︑まだ二〇歳ちょっとでしょう︒若い者が東京で何を

西田

なりにいたのでしょうか︒

所澤

かな︑どうかな︒

西田

授業料を払うのです︒入学金を払って︑授業料を全部払った

校にいっていましたから︑その妹を連れて出てきました︒その妹は
西里

それは妹さんにしたらいい思いをしたのではないですか︒

厳しくなっていたように思うのですが︒

所澤

でしょうね︒浪人した人は皆どこかで兵役猶予のための学籍

伊藤

しかし︑おふくろは国元を離れて私の世話をするだけで見知

勉強といったって︑そんな朝から晩までするわけにいきませ

小石川の女学校へ私が世話して入れた︒だから︑妹は私のお付き合

を持たないとだめだったわけです︒

そういうふうな形でほかの大学に籍を置いている方は︑それ

いで一年間東京の女学校にいったのです︒

西田

西田

あの当時︑法学部だとか医学部︑工学部の入学試験はかなり

らぬ東京に来て︑まあ︑辛かったでしょう︒だけど︑そういう点で

こかがだめで︑ほかへ移ったとかいうのは仲間としてありますね︒

日に親父と弟が大学の掲示板を見にいって︑紙がパラパラッと落ち

弟はそのときに東京薬学専門学校に入っていました︒試験の発表の

西田

伊藤

翌年︑試験のときには親父も心配して朝鮮から出てきました︒

それで一年間いて︑まあ︑だいじょうぶだろうと︒

もあまりなかったでしょう︒

西田

伊藤

西田

伊藤

理学部でも︑人類学なんていうのはなかったですね︒哲学で

理学部の中でもあったんじゃないのですか︒

そうですね︒

入学試験なんかない学科もたくさんあったでしょう︒

そうでしょう︒だから︑ほかにもやっぱり︑浪人したか︑ど

は非常に子どものことを心配してくれました︒

たら私の受験番号が出た︒親父は︑﹁あった！！﹂と腰が抜けてし

伊藤

所澤

あの当時の大学入試だと︑二次募集とか三次募集ということ

ないかな︒

そうですよ︒文学部で試験のあるところなんかなかったんじゃ

まった︒私が大学を卒業したときに︑卒業証書を親父に見せたら︑
﹁おまえ︑この紙一枚にな︑大変な金がかかっているんだぞ﹂と︑

感慨深い顔をしていました︒それはそうでしょう︑何百万でしょう

集があったと思うのですが︒

で︑東大︑京都はないわけですが︑東北︑九州なんかは確か二次募

なんかそんな話も聞きました︒

ね︒

所澤

西田

でも︑さすがにそういうのは眼中になかったかと思うのです

浪人をしているときなのですが︑研数学館に帝大受験科とい

うのがあったように思うのですが︑浪人している方で︑そういう予

所澤

もう︑昔から兄貴が一高︑東大しかないというわけで︑東大

備校にいっている方はどのくらいいたのでしょうか︒

が︒

大学浪人のための予備校というようなものは全然私は知りま

西田

西田

へ入るのが兄貴の夢ですし︑親も大体東京帝大というのを非常に金

せんでした︒むしろあれで落ちたときは︑大学の籍がないと兵役猶
予がだめになるのです︒だから︑落ちた日にすぐ神田に走っていっ

科玉条にしていましたね︒だから発表のときに︑腰が抜けちゃった

大願成就だ．．親にそれだけ喜んでもらえれば本望ですね︒

て︑専修大学の窓口で入学料を出して専修大学の学籍をもらいまし

伊藤

わけです︒

それは授業料を払うわけですか︒

た︒そうしないと兵隊にとられちゃいます︒
極藤
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はたいして分かりはしませんから︒私が振り当てられたのが嵯峨根

の専門に合わせて割り振りでするのですね︒自分が何をやりたいか

三年のときに卒業研究でつく先生が決まるわけです︒それは先生方

西田

揮藤

伊藤

西田

伊藤

西田

学科で専攻があるわけでしょう︒

も︑一学年の学生数は三五人でした︒

西田

物理学科の中で︑一年︑二年というのは普通の勉強をして︑

講座はずいぶんいろんな先生がいらっしゃったのですけれど

教授陣︑講座としてどのくらいあるのですか︒

いや︑そんなに大きくありません︒一クラスしかないので︒

帝大の理学部の物理学科というのはかなり大きいのでしょう︒

まあ︑そのわりにたいして親に貢献していませんけれども︒

西田

所澤

えるなんていうのは常識なんです︒あれなんかは本当に幼稚なミス

です︒放射能の元素がある密度以上かたまったら︑それが臨界を超

揮藤

ガイガーというのは昔から聞いていますけれども︒

というやつで︑この間の東海村で臨界事故のときに活躍していまし

した︒その放射能測定器というのはかイガー：・・ユラーカウンター

伊藤

いまだに進歩していないですね︒私らがやっていたのと同じ

たが︑あれです︒

西閑

先生が勉強されていた建物は︑本郷のどこの建物ですか︒

ですね︒

西田

時計台の裏のほうで不忍池へおりるほうの道に近いところに

測定器製作の︑中途半端しかできないままレポートを書きま

卒業のときには︑それの測定器の⁝⁝︒

食堂がありますね︒物理教室はあれのすぐ前のところです︒

遼吉さんという方でして︑嵯峨根さんというのは長岡半太郎さん
ｪ六五〜一九五〇年︒物理学者︺の四番目か五番目の子どもさ

僻藤
嵯峨根研究室です︒

研究室の名前は原子核なんですか︒

うのをやるわけです︒ニュートン祭の催しを第二食堂の三階かどこ

があるのは︑みんな集まって︑毎年一直十二月にニュートン祭とい

す︒あの辺に理学部が集まっていました︒理学部全体で私が思い出

レンガの古い建物ですか︒

西田

それは通称なのでしょうけれども︒

かでやるときに︑私どもは毎年芝居をやりました︒これも妙な話で

所澤

傷藤

嵯峨根先生について実験物理ですから︑放射能の測定器の試

んなんです︒原子核物理をやられた方です︒私どもは原子核の卒業

西田

すが︑私が旧制の中学︑高等学校︑大学でも︑芝居の演出とそれを

ええ︑古い建物です︒それで︑一方が物理で︑他方が化学で

作研究をやらされたわけです︒これが︑海軍に入って私が広島の原

やるのが好きなんです︒私が全部︑創作︑演出をやりました︒

西田

爆や長崎の原爆に出会ったときに︑一番にこれは原爆だと判断した

二年生のときに菊池寛の﹃父帰る﹄というやつです︒どうせ下手な

マネージャーの話と似たような︒

なんで原子核になったのですか︒

芝居ですけど︑物理ですから︑照明とか舞台装置というのは機械を

伊藤

伊藤

先生の割り振りですから︒

持ってきてね︒おもしろいですね︒やっぱりこれは天性ですね︒後

のはこの放射能をやったおかげです︒そういう運命に出会ったわけ

西田

自分の希望ではないのですか︒

で入った文部省でも︑毎年文化祭があるわけです︒各局紺抗の芝居

剣道部のマネージャーもそうですけれども︒大学のときは︑

観藤

自分で希望の先生を出すこともあったのでしょうけど︑私ら

西田

西田

で三年聞連続優勝しました︒私が作並びに演出です︒やっぱりそう

ですね︒

研究をやりました︒

〔一

は機械的に振り当てられました︒何でもいいやと思っていたので︒
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いうマネージャーの癖があるのですね︒だからやっぱり︑物理にいっ

といったって︑いま証券会社の研究所とかシンクタンクの持ってい

エンジニアもましてそうですね︒そういう実用の学というもので大

るレベルというのは︑大学生はとても追いつけない︒農学もそうだ︑

その当時の物理学科の授業なのですが︑大体何人ぐらいで受

たのが間違いじゃないかと︒

所記

よく勉強するけれども︑物理学をやる人間の中に物事の本質を見よ

ある︒イギリス人の学者が︑日本人の学者は非常にこまめに地道に

イギリスに留学しているときにいわれて非常に肝にこたえたことが

残っているのは︑イギリスに留学して帰ってこられた方が︑﹁私は

かああいうものが全部一通りあるのですが︑授業の中で私が印象に

人が共通に聞く科巨がたくさんありました︒普通のいわゆる力学と

西田

で︑それが大学だ︒話は飛びましたけれども︑これが私の最後の夢

だと︑これを見つめていくことを最終的にどこかでやらなきゃだめ

何で生きているのか︑それが生きている自然というのは何ものなん

こへ戻って︑それは大学でしかやれない︒人間は何のために存在し︑

かというと︑哲学︑自然に関する学︑この二つだけじゃないか︒そ

最終的に私の夢は︑大学の最後にやるべきところは無用の学問︒何

う︒私はそんなことをしても全体に財政の無駄使いじゃないかと︒

学院をつくりましたね︒いつのまにか大学院教授ばかりできたでしょ

学が一所懸命競争しても追いつかないものだから︑今頃やたらに大

うという哲学がない︒日本人というのはそういう形の上だけのこと

なんです︒

けているのですか︒

をやるけれども︑物事の本質を見ようという頭がない︒そこからや

所澤

選択制も若干ありましたけれども︑ほとんどその三〇〜四〇

らなければ本当の物理にならないといわれた︒いまだに自分はその

いうお話だったのですけれども︑それは物理学科だけではなくて︑

ちょっと話は戻ってしまうのですが︑一つの授業は五〇人と

ことを考えているのだ﹂といっておられました︒

日本では︑明治のときから実用というところに焦点を絞って︑工学

哲学と詩学しかなかったのでしょう︒実用の学ではないのですね︒

パの中世以来の学問ですね︒本当の学問というのは︑ヨーロッパで

年五〇人はいないと思うのです︒

二年生︑三年生も一緒に受けるというようなことなのですか︒一学

賞罰

西田

ということは︑物理学科だけで五〇人の授業が︒そうすると︑

ほかの学科から一緒に来ている人もあんまりいなかったです︒

数学だとかほかの人たちも一緒に受けているということなのですか︒

部をつくってきた︒そういうフィロソフィーというものが後回しに

西田

わたしは今でも思うのですが︑フィロソフィーというのはヨーロッ

なつちゃって︑どこへいっても上滑りのことばかりやっていて︑今

す︒物理の授業で思い出すのは︑私のクラスに数学のノーベル賞に

れが持っているデ⁝タ︑法律の知識と判例というものは膨大なもの

ないか︒法学といっても︑法曹界︑たくさんの弁護士︑裁判官︑こ

たときに︑実用の学というものはいま大学でやる必要はないんじゃ

は大学の将来についていろいろなことを聞かれたり書かされたりし

話は飛びまずけれども︑そういうことをいまだに感じまして︑私

い︑おかしい﹂という︒﹁何がおかしいのだ﹂というと︑﹁書いてい

私らが見ても何を書いているか分からないですね︒そして﹁おかし

んか聞かないで一所懸命ノ⁝トを出して数式を書いているのです︒

んです︒教室で僕の後ろに席がありまして︑授業中に彼が︑講義な

が私のクラスにおりました︒彼は数学科を出て物理に入りなおした

相当するフィールズ賞というのをもらった小平︹邦彦︺君というの

ええ︑筋の年にとりそこなった人も来ていたかも知れないで

頃になって日本人はオリジナリティーがないとかいわれている︒

である︒大学の法学部が逆立ちしたって間に合わないですね︒経済
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ことを︑実感として彼の話から聞いてびっくりしました︒

というのは︑そういう一つの美しさという調和を求めているという

論が成り立ったときには実に美しいものだしという︒数学者の感覚

か間違っているからだ﹂﹁数式というのは美しいものか﹂﹁一つの理

る数式が美しくない︒美しくない数式というのは自分の理論がどこ

三曲田根︹康弘︺さんだつて︑大学出だからいきなり主計の中尉になっ

西田

伊藤

西田

伊藤

少尉はなしです︒専門学校出が少尉候補生になるわけです︒

そうですが︑少尉はなしですか︒

大学出は中尉です︒

最初から中尉なのですか︒

に合格したといったら︑ちゃんと自分に体を合わせた服をつくって︑

たわけです︒そうやって海軍はエリートを集めたわけです︒兵隊と

短剣をもらって︑何月何日に海軍省へ集まれというわけです︒

物理学科を卒業なさるときは︑将来はどうしょうというふう

西田

もらってというのは︑どこからもらうのですか︒

伊藤

所などの募集を見たのですけれども︑そのときは募集がありません

伊藤

海軍省から通知が来るわけです︒

しての下士官とか兵卒の苦労をせずにいきなり中尉でしょう︒それ

でした︒私らのクラスの中に現職の海軍の軍人が大学へ依託学生で

西田

その体型に合わせた服を︒

にお考えだったのですか︒

来ていたのです︒中馬という男が三年間一緒におったわけです︒就

伊藤

それはどこどこにそういう洋服屋がおるわけです︒それで寸

第一希望はやっぱり研究者になれればと思って︑理化学研究

職のときに︑﹁めぼしいところがないな﹂といったら︑﹁海軍の技術

西田

法を合わせて洋服をつくって︑腰に吊る短剣をもらって︑指定され

研究所へ来ないか﹂と誘ってくれたので︑恵比寿の海軍技術研究所
へ就職したのです︒

た日に今の大手町の海軍省へいくわけです︒朝︑東京駅へおりたら︑

駅で番をしている憲兵がパッと敬礼するわけです︒びっくりします

よね︒だけど︑こっちは中尉ですから︒世の中というのは急に変わ

たので出願していたら︑それに合格したので︑研究所へいったのは

あの当時︑二年現役という制度が海軍にあって︑それは志願制だっ

ければなりません︒徴兵検査を受けて陸軍へいくのです︒ところが

かし大学を出て兵役の猶予がなくなりますから︑すぐ兵隊にいかな

西田

伊藤

西田

早藤

二等工員ということだけど︑それは研究所の下働きです︒し

工員ですか︒

ええ︑就職です︒四月に就職して︑海軍二等工員です︒

それは正式に就職したのですか︒

ら三ヵ月間訓練です︒海軍士官として恥ずかしくない訓練といって︑

西田

伊藤

ええ︑何もないです︒一言もない︒そして︑すぐその直後か

何もなしですか︒

任式はおわりです︒

ていったんです︒海軍はしゃれているなあと思いました︒それで就

てきて︑壇上に上がってジローッと皆の顔を見て︑何もいわずに出

たら︑しばらく待たされて︑海軍大臣の永野修身さんが部屋へ入っ

きのうまでみんな学生だった連中です︒海軍省で何をやるのかと思っ

でしょうか︑短期現役の連中がみんな剣を吊って来ているわけです︒

闘海軍造異界尉として佐世保・呉へ

正味二ヵ月でした︒すぐ六月には海軍分短期現役技術科士官に採用

横須賀の砲術学校というのがありますね︒

るものですね︒海軍省にいったら︑会議室に四〇〜五〇人おったの

になって︑いきなり海軍造兵中尉ですよ︒
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あんまりみっともなくないことだけはちゃんと身につけてもらわな

軍人精神なんてやかましいことをいう必要はない︒ただ道を歩いて

をした人だから︑学問の上でお国に貢献してもらえれば結構なので︑

して教室に集まっていましたら︑入ってこられて︑﹁皆さんは学問

口さんという人は砲術学校の校長ですから︑校長訓話の日には緊張

軍艦武蔵の艦長になってフィリピンの海で亡くなられた方です︒猪

かった︒その砲術学校の校長さんが猪口今寺さんという人で︑後に

かったのは︑毎朝海軍体操というのをやりますが︑あれが非常によ

弾の入れ方だとかそんなことまでやらされましたけれども︑一番よ

まって︑下士窟の人が指導者について訓練されるわけです︒大砲の

軍紀を一番厳しく訓練する学校なんです︒そこで三ヵ月間兵舎に泊

学校とかいろいろありますが︑横須賀の砲術学校というのは海軍の

西田

伊藤

大砲の砲術︒大砲の研究だけじゃなくて︑砲術学校とか水雷

砲術学校ですか︒

品の力学的な計算をやらされました︒ただ︑佐世保には十月にいっ

です︒それ以外に︑私は入った早々でしたから︑大砲のいろんな部

を担当しまして︑それに付いている大砲の補修とか修繕をやるわけ

している軍艦があるわけです︒私はそこで航空母艦の加賀というの

う大砲をやるところのスタッフになるわけです︒佐世保工廠に所属

西田

伊藤

小池

兵器なんですね︒

はそこへいく︒理科系の連中はみんな技術科士官で︑その中で造船

がありまして︑そこで勉強をすることが違うわけです︒文科系の人

伊藤

実際に配属されると︑そこでどういう仕事をするわけですか︒

とか︑造兵とかに分かれ︑私は造兵でした︒

西田

私は佐世保へいかされまして︑佐世保海軍工廠の造兵部とい

主計科は経理学校へいくわけです︒築地に経理学校というの

同じ短現でも主計科とはまた金包違う︒

はなかったかもしれないので︑ちょっと鋼度が違うかもしれません︒

それが三期生とかいっていたように思うのですが︒そんなに短期で

佐世保で一番思い出がありますのは︑昭和十七隼の四月に特命を

いといかんから︑それだけを覚えておいてください︒私は子どもの
ことをしたけれども︑人間というのはあんまり苦労してはいけませ

受けまして︑海軍工廠の部下二十何名を連れて沖縄へ出張したわけ

て翌年の四月分で半年ぐらいしかいなかったわけです︒

んね︒根性がひねくれる﹂と︑そういう話を淡々とされるのです︒

です︒任務は何かといったら︑沖縄の本島の一番南の端に知念岬と

ときから貧乏なうちに生まれて苦労して︑シジミ売りとかいろんな

砲術学校の校長がね︒これは驚きました︒

いうところがありまして︑そこに座っている砲台の大砲をはずして

そちらの砲術学校なのですが︑大体三ヵ月ごとに変わってい

が始まったばかりでしょう︒それを聞いてがっかりしました︒取り

所望
西田

にいくのが八サンチの豆大砲一門ですね︒たとえ南の方が大丈夫で

千島に持っていけというわけです︒昭和十七年ですから︑まだ戦争

て︑そこですんだら今度は各職場に配置されるわけです︒私は佐世

千島の方が危ないからといって︑そんな小さな大砲を沖縄ではずし

くのですか︒

保の海軍工廠にやられたのです︒あちこちみんなばらばらです︒そ

て千島に持っていかなければならんほど大砲が足らないのかと︑がっ

どうですかね︒短期現役は六月に採用ですから︑九月までやっ

の後︑短期現役というのはもうないはずです︒一年にいっぺんだけ

を追い掛け回すちつちゃな船に乗って︑二〇人の部下を連れて︑奄

しかし︑任務だからというので︑佐世保から駆潜艇という潜水艦

かりしました︒

僕の父がやっぱり横須賀砲術学校にいたのですが︑それは東

ですから︒

所澤

大在学中に志願兵でいったのです︒数学科だったのですけれども︒
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こちらも心配でブリッジへ上がっていって艇長と話をして︑海図の

くる日の朝に着くはずが︑いつまでたっても島が見えないのです︒

て船を操縦しているわけです︒ところが︑奄美大島を出て沖縄へあ

中尉ですから位はこっちのほうが上ですが︑その人がブリッジに立っ

うのは︑戦争中ですから︑応召で来た昔の古い少尉さんです︒私は

美大島へ途中寄って沖縄にいったわけです︒その駆潜艇の艇長とい

山のようにいるのですが︑火薬がどういう条件下で爆発するかとい

は一種の物理的なメカニズムでしょう︒それから︑火薬の専門家は

のは火工兵器の中で信管という砲弾の発火装置です︒信管というの

う実験部にやらされたのかと思ったら︑一番最初に担当させられた

兵器︑火薬とか新しい試作兵器の研究です︒なんで物理屋がそうい

砲の修繕や製作をやるのではなくて︑ああいう爆発物を使った火工

西田

ほうこう

上に船の進路を書いたのを見ていると︑海流の流れを計算していな

うことは︑まだ学問的によく分かっていないのです︒爆発したらこ

呉海軍工廠では︑今度は砲煩実験部というところでした︒大

かった︒だからフィリピンのほうに向けて走っておったのです︒お

で探らないと火薬の発火のメカニズムは分からない︒結晶物理学と

ういう化合物がこういう化合物に変わるということだけは分かって

いうのは物理の分野ですから︑火薬屋だとだめなんです︒よく子ど

昼頃に慌てて面舵いっぱいで直角に曲がって︑夕方に那覇に入った

そのとき沖縄の那覇の町はごらんになりましたか︒

ものパチンコで︑叩くとパチンというのがあるでしょう︒あれの破

いる︒しかし︑どういうときに破裂するのかしないのかというぎり

所澤

もちろん︒沖縄で一番印象に残っているのは︑焼けた首里で

んです︒ひどい話ですよね︒もうあの頃には沖縄の沖にはアメリカ

西田

ぎりのところは︑火薬の化合物のそれこそ顕微鏡で見なければ分か

すね︒壊れる前の首里城というのを知っています︒だけど︑沖縄に

裂だって︑あそこに針をぎゅうっと刺していきますと︑刺していく

の潜水艦が出没していました︒だけど︑こんな駆潜艇なんかは︑魚

船がついたら︑すぐ知念岬まで小さなトロッコみたいな軽便鉄道で

針の大きさと速さによって破裂するときと破裂しないときがあるわ

らんような結晶物理学の⁝世界で︑その結晶の壊れ方というところま

走りました︒知念岬の先端で三日ほど宿泊して︑砲台をはずして︑

けです︒そういう実験をやらされました︒それをやらないと︑弾が

雷よりも値段が安いから撃たないだろうというわけです︒

秘密ですから金三木で囲って何か分からないようにして那覇へ持っ

うまく破裂するかどうかとか︑どこまで危険性があるかとか︑そう

信管のほうでは︑あれは発火装置ですから弾の頭とか尻尾につけ

てきて︑船に積んで出すわけです︒軽便鉄道に乗せて走ると︑小さ
ぎりで切ったりしました︒それを船に送り出して一安心して︑皆を

てあるわけです︒平生弾につけてあるときには︑踏んでも蹴っても

いうぎりぎりのところが分からないのです︒

駆潜艇で帰らせて︑私は後に残って首里で一泊しました︒そのとき

大丈夫で安全性が保証されていなければならない︒そのため信管を

なトンネルの入口で箱の角が引っかかるものですから︑それをのこ

にあの当時の首里の芸者さんみたいな人から︑三味線を弾きながら

つけたまま二〇メートルぐらい上から落として落下実験をやるので

す︒そのかわり︑ドーンと撃って大砲の口を出た瞬間に︑ボール紙

一晩だけでしたが︑首里の雰囲

沖縄の歌を聞かせてもらいました︒
気は覚えています︒

のは︑物凄く安全と敏感という極端な切り替えをやるところなんで

一枚あってもそこでバーンと破裂しなければいけない︒信管という
から呉勤務になってしまったわけです︒

す︒そのメカニズムです︒そのメカニズムの研究というのはやはり

佐世保に戻ってきたら︑呉海軍工廠へ配属を命じられ︑すぐそれ
そこでも同じような仕事ですか︒

伊藤
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2002年7月15日
回

難

2002年7月15日
回
藁一

物理の世界ですから︒その意味で私は海軍の信管の専門家になって

ケット砲で︑三列と四ですか︑一二連装でボンボンボンと次々出て

西田

がだんだん左前になって︑むしろ陸上での戦闘の兵器ばかり考えま

あるロケットをつくりました︒私が呉海軍工廠へいった頃は︑戦争

でレールの上を走らせて二〇サンチの大砲の弾と同じような威力の

としての特別なメカニズムを考えなければいけない︒しかし︑それ

して安全解除ということができないわけです︒ロケットはロケット

です︒だから︑普通の弾のようにド⁝ンと撃ったときの回転を利用

ろとレ⁝ルの上を走って飛んでいくわけですね︒回転数が遅いわけ

一番困ったのはロケット砲です︒ロケットというのはひょろひょ

所澤

の途中ですけれども︒

とにしたいと思いますが︑いかがでございますか︒まだいろいろ話

伊藤

やる︒だから︑火工兵器での防空兵器はずいぶんやりました︒

傷で帰ってきました︒敵の飛行機を追い払うのに︑それでバーツと

海戦でずいぶんこちらは被害を被ったのですが︑軍艦伊勢だけが無

後甲板に取りつけました︒それが威力を発揮して︑フィリピン沖の

いくやつ︒これもつくりまして︑これは︑伊勢︑日向という戦艦の

ええ︒ロケット砲はそれともう一つ︑二〇サンチのほうのロ

しまったわけです︒

した︒そのときにつくったロケットの二〇サンチの大砲が︑硫黄島

いかということだけを先にいってしまうと︑東大の卒業試験は非常

あそこに上陸しようと思って徹底的に艦砲射撃をやった︒それで︑

西田

小池

硫黄島で非常に威力を発揮したのです︒アメリカの海兵隊が

ロタ砲ですか︒

ありません︒単位をとってきたことと︑三年生の一番主なやつは卒

西田

とをしたのか︒

に大変だったかどうかということ︒それから︑卒業論文はどんなこ

次回お聞きしたいことがあるのですが︑どんなことを聞きた

さて︑途中ですがもうだいぶ過ぎましたので︑次回というこ

で活躍しました︒

たこつぼを全部つぶしたつもりであがってきたときに︑穴に隠れて

業研究です︒それのレポートを書いて先生に出した︒それで︑先生

それは簡単に申しあげましょうか︒卒業試験というのは特に

いたその二〇サンチのロケット砲を撃ったのです︒非常な損害を与

が合格したかどうかと︒

旦撤退しています︒だから

えたのですね︒それでアメリカは 全 部

伊藤

大変お疲れさまでございました︒

硫黄島の司令官から呉の鎮守府長陽に感謝の電報が来ました︒二〇
サンチロケット砲の威力を発揮して感謝に堪えないといって︒だけ
ど︑もう後が続かなかったです︒後は玉砕されたのです︒終戦後︑

アメリカの技術調査団が呉にやってきまして︑江田島で火薬庫にあ
る二〇サンチのロケット砲を見せて︑﹁これを知っているか﹂といっ

レールの上に置いておいて︑火をつける︒

あれは電気で発火させたのでしたよね︒持ち運びができるよ

たら︑﹁ああ︑これはひどい匿にあったんだしといっていました︒

小池
西田

火をつけたらボンと弾丸が出るようなものですね︒

うな︒

小池
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閣囲亀久央

第2回

日時：2002年8月12日
13：50t−16：10
於

：政策研究院政策研究プロジェクトセンター

〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

小池聖一（広島大学助教授）
村上浩昭（東京都立大学助手）

2002年8月12日

騒濃人生藩言振り返る

授からお話を聞いたときに︑当時の大学卒業レベルは今の東大のレ

ベルだと修士一年終了ぐらいの水準であったというふうな話を聞い

たけれども︑西田先生はどんなふうな感じですかという質問ですが︑

から最後に卒業試験はどうだったかという話がありまして︑先生が

最中で終わってしまったのですけれども︒きょう出られない所澤君

伊藤

プールに入って泳いで︑戻ってきてまた夕方までやる︒そういう格

すから自分の機械を使って︑途中で暑くなったら第二食堂へいって︑

もんですよ︒卒業研究は︑夏休みもやりたければ出てきて︑実験で

西田

分からないでしょう︒

少しお答えになっていましたが︑どうしてももう少し詳しく聞きた

好できわめて自由自在でしたから︑学問的水準というものがどんな

ただ︑嵯峨根先生はあの当時においては原子核基礎実験の一番権

大体今の修士というのを知りませんけれどもね︒もう気楽な

いと︒あの人は教育学部なものですからいろいろ関心があるようで

ものかというのはとても分かりません︒

前回は呉のお話まで伺ったと思いますが︑ちょうど呉の真っ

す︒この前のお話だと︑卒業研究のテーマはついた先生によって決
められるということでしたけれども︑そのときは何をご専門になさっ

西田

伊藤

性能は上がったわけでございますか︒

をもらって︑それを一年間やったということです︒

の性能を上げるための基礎実験というような格好で私どもはテーマ

そのときに放射能測定のガイガー：・・ユラーカウンターというもの

て︑﹁これを一年間やってみろ﹂というようにやられるわけです︒

についた限りはその先生のご専門の分野で先生がテーマを決められ

帰ってこられて︑まだ新進気鋭の方でした︒したがって︑その先生

カリフォルニア大学へ勉強にいかれて原子核のいろんな勉強をして

西田

いやあ︑その目的の半分もいかないうちに終わりが来てしまっ

タ⁝でガリガリッという放射能の数を数えられること︑それです︒

し︑私どもがいわれたことはせいぜい︑ガイガー・ミュラーカウン

でも当時においてもっともトップレベルの方だったわけです︒しか

だったのです︒その意味で問題は氷解したのですが︑そういう意味

ドバイスして︑早く戦争をよすようにしなさい﹂と︑そういうこと

というものは恐いものだと知っているだろう︒だから日本政府にア

てみたら要するに︑﹁おまえは俺と一緒に原子核の研究をして原爆

あの当時の特高警察からずいぶんにらまれていました︒それは開け

その手紙が嵯峨根遼吉さん宛てになっていたもので︑嵯峨根先生は

の手紙が空中から落とされたのです︒これは爆弾と一緒ではなくて︒

先生宛てにアメリカのカリフォルニア大学で一緒に勉強した人から

威で︑これは余談になりますが︑長崎に原爆が落ちたときに嵯峨根

たので︑そこまでのことをレポートに書いて出せば︑それはそれで

伊藤

たわけですか︒

済んだことになるわけです︒ですから︑それで卒業研究に合格した

すか︑という質問なのですが︒

嵯峨根遼吉先生という方で︑この方は原子核物理の専門で︑

とか落ちたということではなくて︑おしまいになってしまったので

西田

学ぐらいです︒そのうちの特に物理と数学の部分だけを高等学校で

大学の入学試験は︑物理はもちろんありましたが︑英語と数

大学浪人をされていたときにどんな受験勉強をしていたので

す︒

伊藤

やったところをおさらいしながら勉強すると︒

これもどういうつもりなのか分かりませんが︑彼︹所澤︺は
東大百年史をやって︑私もやっていたのですけれども︑坂口裕元教
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強しなおして︑入学試験というものに出てくる問題の質を考えなが

数学のレベルが大体決まっていますから︑それを自分でもう一度勉

伊藤

それは下宿か何かでやっていたわけですか︒

ら︑勉強するという程度です︒

西田

本郷森川町に一軒家を借りました︒

そんなことはありません︒高等学校でやるその当時の物理と

特に何か教科書を使ってとか︒

入ってからは剣道部だとおっしゃいましたけれども︒

伊藤

西田

伊藤

伊藤

本郷の辺りの洋服屋で売っていました︒

あれはどこで調達するのですか︒

ていなければ格好悪いということだったのでしょう︒

西田

ピンからキリまであるのでしょうけれども︒それで︑大学へ

別に強制された感じはしませんが︑みんな着ていました︒着

あれは着なければならないものだったのですか︒

なくなってしまったのですけれども︒

大学時代は剣道をやりません︒高等学校だけ︒

そこでやっていたわけですか︒

西観西｛iβ西

時期だろうと感じます︒受験勉強は高が知れていますから︑後から

は非常に大きな意味を持った︒ そういう点では一番自分が成長した

きなぐつた文章というのは︑ その後の自分の思想的な成長に対して

んな思想的な問題を自分でほじくり返して︑ その当時にやたらに書

演出をやっていたわけです︒

トン祭があります︒ そのお祭りのときには︑私がいつも芝居の創作・

駆動

伊藤

まして︑

たわけですか︒

それは自分たちのだけではなくて︑全体のマネージャーもやっ

前に申しあげたと思いますが︑十二月には理学部で共同のニュー

ああ︑マネージャー業ですか︒

振り返ってみるとその一年聞の浪人生活は大変実り豊かだったとい
受験勉強以外に︑いろんな本を読まれたりしたということで

す︒そんなことが好きで自然にやってしまうのですね︒

ええ︑理学部会というものでその行事の世話役をやったので
伊藤

西田

西田

のですか︒

そうですね︒もともと京都のほうの雰囲気︑哲学が好きだし︒

あの当時の日記を見ると勉強の計画なんていうのを書いているので

西田

伊藤

伊藤

学部を超えて三高の集まりというのは︑いかがですか︒

みんなバラバラですから︒

いや︑理学部には私と一緒に入ったのは一人もおりません︒

大学に入っても三高の仲問というのは相変わらず団結がある

すが︑凄いのが書いてあるのですね︒森羅万象にわたって⁝⁝︵笑︶︒

服を着ておられま七たか︒

それは昔のクラスの仲間がたまに集まることがありましたけ
あの当時はみんな金ボタンですね︒角帽をかぶって︒今頃は

西田
西田

学生生活についてなのですけれども︑大学のときはやはり制

だから︑その当時はやはりずいぶん張り切っていたのですね︒

すか︒

伊藤

伊藤

その全体の理学部会の世話役をしていました︒

ただ︑理学部の物理︑化学︑動植物のいろいろな学科があり

運動部はなしですか︒

物理の勉強のほかは︑友達と遊びまわっておったわけです︒

そうですが︑では大学では︒

田藤照藤田

う感じがします︒

の時期はちょうど二〇歳を過ぎたばかりの青年期のところで︑ いう

んから︑受験勉強なんていうのはしばらく義務的にやりますが︑ そ

ええ︑監督のもとに︒そんな朝から晩まで勉強しておりませ

監督ですね︒

前に申しましたが︑朝鮮からおふくろがやってきまして⁝⁝︒

西伊西伊西伊
田藤圏藤田藤
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そんなものですか︒
西田

伊藤

普通の人はそこで海軍がなくなっていってしまったのですが︑

残されるのですか︒

を引続き残されたわけです︒

偶藤

工学部とか農学部にいっていたやっと︒理学部にはおりませ

れども︒

西田

して︑その全体の経過をその当時の学生主事が日高第四郎で︑その

西田

伊藤

前に申しあげたのですが︑対一高戦で紛争が起きて後始末を

学生主事というのが当時おりましたが︒

ても相手国の技術を全部調べ上げる︒その来た連中のお相手役をし

に調査鴎をよこすわけです︒たいしたものですね︑やはり戦争に勝っ

した︒アメリカが日本海軍の持っている技術を徹底的に調べるため

しかも︑後で申しあげますが︑その関係で広島の原爆調査をやりま

私どもは火工兵器という特別な火薬を使った兵器をやっていました︒

方がずっと見ておられた︒その先生とは︑学生の総代会の世話役を

なければいかんわけです︒二十年の十一月に海軍省がなくなって︑

んでした︒

したり︑対校戦の処理をしたりという︑そういう場面で接触をした
大学へいくと学生主事との付き合いはどうなるのですか︒

団のお相手をしたわけです︒

復員省から月給をもらいながら︑翌年の三月まで︑ずっとその調査

第二復員省という名前になり︑復員省の事務嘱託になるわけです︒

伊藤
大学もおったのですか︒

伊藤

だけです︒

西田
おったと思います︒

けれども︑そのときのことをお話しいただけますか︒

原爆の前に砲煩実験部での思い出のことを少し︒砲煩実験部

そうですが︒では︑この前ちょっと手筆の話をなさいました

伊藤

あんまりそのお世話になるようなことはありませんでした

西周

西田
︵笑︶︒

は正味二五歳から二八歳の一番若い時分で気ままなことをしたわけ

戦争中に東大の理学部で映画﹃風とともに去りぬ﹄を上映し

伊藤

ですが︑結局︑火工兵器という火薬を使った兵器の研究というもの

火薬はつくっていますが︑兵器の試作研究というのは私どものとこ

て︑学生たちが見たという伝説を聞いたことがあるけれども︑どう
知りませんねえ︒

ろだけです︒いろんなことをやりました︒

は日本海軍の中で私どもの聖岳実験部しかないわけです︒火薬廠が

西田

そうですが︒彼の質問はそんなところでございます︒

ですかという質問がありますが︒

伊藤

揮藤

ほかの工廠にもあるのですか︒

類の兵器を地上でどういう条件の中で爆発するかというようなこと

が起きたかということです︒そうすると︑そこの中のいろいろな種

れのいろんな研究をする︒例えば︑あれは戦争中秘密にされていま

だけです︒ですから︑火薬に関するいろんな問題が出てくると︑そ

ありません︒砲煩実験部のような火工兵器の研究は呉のそこ

したが︑有名な軍艦﹁陸奥﹂が広島湾で自爆して沈みました︒あれ

呉で新しい兵器の開発をずっとおやりになっておられた︒こ
砲煩実験部に丸四年ほどおったわけです︒昭和十七年から呉

西田

伊藤

の原因探求です︒これも厄介な実験でした︒なぜ火薬庫の中で爆発

ほうこう

れは終戦までずっと続けておられたのですか︒

西田

國海軍工廠点燈実験部での思い出

2002年8月12日

へいって︑終戦の翌年二十一年まで︒終戦は二十年ですが︑その後
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をやる︒

部が当っている弾の周りを五メートル範囲くらいガス溶接で切って︑

をのけてくれと︒のけるとすれば砲煩実験部へ︒それで結局︑造船

の造船部は弾がくっついているのですから触らないわけです︒それ

しないで呉へ帰ってきたわけです︒修⁝繕に来たのですけれども︑呉

﹁青葉しというのにアメリカの砲弾が十数発命中して︑それが破裂

ツラ苗穂の海戦で臼本の軍艦がアメリカと砲戦をやって︑巡洋艦

の処理隊長としての一番の思い出は︑昭和十七〜十八年でしょうか︑

れるわけです︒そんな危ないものは誰も触りませんから︒その爆弾

と︑呉鎮守府から海軍の縄張りの中全体の不発弾処理隊長に任命さ

らいえば︑アルミニウムなんていうのに黒色火薬を入れたら︑湿気

の入れ物がアルミニウムでやっているのです︒我々日本の火工屋か

遅れる部分の火薬に黒色火薬を使っておって︑しかもその黒色火薬

にできている︒これはどこでもやる工夫なのです︒そこを見たら︑

黒色火薬の管が入っていて︑そこが燃えていく時間だけ遅れるよう

ばいけないのです︒あたってから○・何心間遅らせるためにそこに

すから︑その火が爆薬のところにいくまでに︑時間を遅らせなけれ

た瞬間に破裂したのでは甲板にあたってバーンと船の外で破裂しま

ことでした︒弾があたったときにポッと雷管で破裂しますね︒あたっ

後でその信管を分解して調べて分かったことは︑きわめて幼稚な

いですから︒

開けるわけです︒弾がゆがんでいますから︑なかなか開かない︒と
︑にかくこじ開けて信管を取り畠す︒信管を取り出せば爆発は恐くな

その部分とともに弾をそっと船に下ろして︑それを離れ島へ持って

砲煩実験部で火薬を扱ってそういうことを丸四年間やっています

いって処分するわけです︒

いるうちに湿気てしまって︑二十何発全部だめになった⁝⁝︒それ

を吸ったらすぐにそこが腐食してしまうのです︒なんとこれは非常

信管を外すのですか︒

も後から見れば阿呆みたいなものですが︑弾の上に馬乗りになって

それを爆発させるわけですか︒

伊藤

離れ島へ持っていって︑破裂しなかった敵の弾丸の性能を研

それを開けているときには︑ちょうど私は前に申しあげた下宿のお

伊藤

西田

ばさんが世話をしてくれた女房と婚約中でして︑ここでドカンといっ

識なことをやっているんだと︒アメリカはそういう湿気の多い国で

究しろというわけです︒敵の兵器をぶんどったわけですから︑なぜ

たらもうおしまいだなと思いました︒

それを捨てるというのではなくて︑同時に鎮守府のほうは︑

破裂しなかったかと︒十遅発︑二〇サンチくらいの砲弾でしたが︑

それはドカンといく可能性もあるわけですか︒

西田

それが全部爆発したら﹁青葉﹂は命がなかったでしょうね︒そのく

伊藤

それはそうですよ︒分かったときには何でもないですけれど

経験していないから知らなかったのですね︒それが南方で戦争して

り抜いた後を造船部は修繕したわけです︒江田島の隣の倉橋島の一

西田

それを危なくないように分解しろと︒

番南の端に海軍の私ども砲煩実験部の大砲発射実験所があるわけで

も︒不発弾処理はあとで原子爆弾に関するところでもう一遍出てき

もう一つ砲煩実験部で︑火薬を使った戦時中のいろんな研究とい

す︒私どもはそれを船に積んでそこへ持っていって︑そこで分解を
分解装置の機械もあるのですが︑危なくないように弾の後ろから

うのはおそらくはかには例のないところですから︑若干の興味のあ

ます︒

それを開けるのです︒そのときには結局︑私と私の腹心の山本君と

るのは︑水中弾道の研究をやったことです︒弾というものが水の中

して米軍の信管を調べる︒

いう技手と二人で︑私が弾の上に馬乗りになって︑彼がハンドルで
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ものですから︑これを普通は駆潜艇で爆雷を落として水の中でドカ

まうのです︒水中弾道の研究は︑アメリカの潜水艦が非常に暴れる

しては︑水というのは瞬間に剛体として鉄より固い︒弾が壊れてし

粉々に弾が壊れてしまうのです︒それほどスピードの速いものに対

いうものは水面に向けて撃ちますと︑小銃弾なんかを撃つと水面で

へ入ったらどういうコースでいくか︒おもしろいのは︑鉄砲の弾と

どなたでしたか︒

をしたらどなたかが︑﹁それはロタ弾ですね﹂と質問されましたが︑

なってしまいました︒もう一つ砲煩実験部で︑この前ロケットの話

西田

伊藤

私でした︒

いや︑研究でだんだんある方向が決まった頃にはもう終戦に

それは実際に兵器として使ったわけですか︒

でした︒

トのほうはあのときに硫黄島で使ったことのうまくいった話だけを

小池

というのは︑私は先ほどの亀ヶ首という大砲発射場で実験を三年

申しあげましたけれども︑最初にロケットで弾を撃ち出すというア

ンとやるのだけれども︑あたりはしないわけです︒なんとか敵の潜

間やりましたが︑二〇サンチ︑三〇サンチ︑武蔵︑大和の四〇サン

イデアを実行するために︑推進するエネルギーとしては火薬を使っ

あのことに私はお答えしていなかったのですが︑あれはおそ

チの大砲の発射実験をやる︒大砲の弾を倉橋島からボーンと撃ちま

たわけです︒無煙火薬でニトログリセリンの︑大砲の弾を撃ち出す

西田

す︒もちろん火薬は入ってないのです︒落ちる角度があるところよ

ときの火薬なのです︒ご承知だと思いますが︑火薬には雷管のよう

水艦を艦上の大砲で撃てないか︒ところがこれが大変で︑大砲の弾

りも下だったら︑ニトン半の弾がボーンと跳ねるのです︒水面で石

に叩いたらパ⁝ンといくやっと︑うまくやれば爆発して威力を発揮

らくロケット・夕弾というものの簡略だろうと思うのです︒ロケッ

を投げたのと同じで︒それで︑ボーン︑ボーン︑ポ！ンといってし

する爆薬と︑大砲の筒の中に入れて中で燃やして弾丸を撃ち出す装

だって水面にあたったらなかなかうまく進まない︒

まって︑四国の海岸へ上がっちゃった︵笑︶︒叱られましてね︒そ

大砲の弾を撃ち出すための装薬は︑＝遍に火をつけてバーンとや

薬です︒その装薬を使ってロケットをやったわけです︒固体の装薬

中でグルグルッと回ってしまう︒どこへいくか分からない︒平に切っ

るわけですが︑瞬間に燃えては困るわけです︒ロケットの後ろに筒

れほど普通のスピードの速いものというのはやっぱり異常なんです

ていると直進するのです︒不思議でしょう︒それを唯一知ったのは︑

があって︑そこへ装薬を入れておいて火をつける︒そうするとブーツ

を使ってロケットをやったのは日本がおそらくアメリカよりはるか

鯨を撃つ捕鯨砲がありますね︒捕鯨砲というのはこう飛んでいきま

と燃え出して︑噴射するやつが一定のスピードでずっと連続的に燃

ね︒しからばそれが水面にサッと入っていくためにどうしたらいい

すが︑前に風よけのとんがったのをかぶっているのですが︑水面に

えていかなければいけない︒その条件は︑その筒の中の体積と︑噴

に先で︑それがあそこでうまくいったのですが︑いくまでの実験が

あたるとその帽子がとれるのです︒あとは中をこう切ったようになっ

出す穴の大きさと︑それによって決まるわけです︒それをいろいろ

かと水槽でいろんな実験をやりましたら︑弾の正面を金槌の頭のよ

ているのです︒それで鯨の胴体までずっと入っていくのですね︒そ

やってみると︑へたをすると︑燃え出してブーツといってポッとと

大変でした︒

んなことも︑後でやってみればあたりまえのことですけれども︑経

まって︑またブーツと患をするわけです︒大体これでいけそうだと︑

うに切っておけばいい︒とんがっている弾というのは水面に入ると

験しなければ考えられないことですからね︒︑それが水中弾道の研究
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になるまでが一年以上かかりました︒それがこの前最後に申しあげ

ブーツと同じ勢いでいって︑直線弾道を描いてのぼっていく︒それ

ズミが逃げ回るようでした︒後からは笑い話ですが︒それが今度は

ましたね︒火薬が入ってないからいいのですけれども︑それこそネ

う︑見ている人がくもの子を散らすように︒高松宮さんも見えてい

﹁今からやります﹂といったら︑ブーツと息をしだしたのです︒も

西田

伊藤

西田

伊藤

実験部は一癖︑二人︑三課というのが全体で第六課まであり

砲煩実験部はどのくらいの人数がいたわけですか︒

そういうことが主なもので︑ほかにもたくさんありましたが︒

船がないわけですからしょうがないですね︒

海軍の研究所は一所懸命陸上の戦闘の研究ばかりしていたんです︒

んやりまして︑何とか使えるようにしたのです︒情けないことに︑

い鋼板にも穴があいてしまうのです︒そのタ弾の基礎研究もずいぶ

れども︑アメリカの戦車が来てボーンとやったら︑雪濁のこんな厚

たようになったわけです︒ロケットのほうにはそういう苦心があり

ました︒第一課は弾道の研究︑第二課は砲弾の研究︑第三課は私ど

亀ヶ首という実験場で偉い人がやって来て最後の実験をやるときに︑

ました︒

威力で穴をあけてしまうのです︒それを戦車にぶつけると︑中に入っ

弾なんていうのは凄いものですけれども︑口話弾というのは火薬の

まうのです︒普通だったら︑二〇サンチ︑三〇サンチの鉄板を貫く

る炎が集中的に出て︑相手の四〇センチくらいの鉄板を溶かしてし

ではない︒これを鉄板にぶつけて爆発させると︑ここから爆発によ

るのです︒そういう形の火薬です︒火薬の種類はそんな特別のもの

ういう漏斗状にえぐってあるのです︒前が円錐形に空洞になってい

弾というのは︑弾の格好をしていますが︑申に入れている火薬をこ

薬というものはボーンと爆発すればあちこち飛び散るだけです︒タ

たのですね︒その中の一つです︒これはやはり凄いものでして︑火

本の潜水艦がヨ⁝ロッパまでいってドイツから技術をもらって帰っ

海戦︹一︑九四二年六月︺がありましたね︒まだ半年にならんうちに

私が覚えていますのは︑始まってすぐ翌年ですからミッドウェーの

いう人でした︒後で少将になられましたが︑最初は海軍大佐でした︒

西田

伊藤

でしょうか︒全体の写真を写しているのは︑山の斜面にいっぱいお

伊藤

部長というのがいるわけですね︒

りますから︒

西田

砲煩実験部の部長さんが︑私どもがいったときは鈴木さんと

砲煩実験部全体だったら二〇〇〜三〇〇名おったのではない

かなり大きな組織なのですね︒

とか工長とか工員がやはり数十名おります︒

中に私のような士窟が四〜五名おりまして︑その下に部下が︑技手

ガスではなかったと思いますが︑出漁までありました︒

もの火工兵器︑第四課はケミストリーを使ったいろんなもので︑毒

ている人間を焼き殺してしまうのです︒それにロケットをつけて︑

ミッドウェーで日本が相当ひどい目にあった︒鈴木さんが我々に︑

ロタ弾といわれましたもう一つの夕弾というのは︑三国連盟で日

ロケットはスピードが出ませんけれども︑二〇〇〜三〇〇メ⁝トル

﹁この戦争は負けだな﹂といわれたのです︒﹁部長︑そんなことをい

一つの課の

飛んでいって戦車にあたってブーツとやれば相手がやられるわけで

われていいのですか﹂﹁何といおうと︑君︑負けるものは負けるさ﹂

だと︒それから少将になられて︑南方の基地の司令官にいかれて向

す︒これが今でも︑アフガニスタンでタリバンがこんなものを担い
対戦車砲ですね︒

こうで戦死されましたが︑海軍ではそういうずいぶん太っ平な人が

といったのです︒太っ腹な人でしたね︒やはり技術的な面からだめ

小池

あの小さなロケット︒あんなものをひよろっと持っていたけ

でいますね︒

西田
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いました︒

西田

実験部全体が︒だけど︑呉工廠全体の調査はやはりほかの分

西田
伊藤

私どもは︑ネイバル・テクニカル・ミッション・トゥー・ジャ

これは戦史ですからね︒

か︑そういうようなことは別の担当が調べていました︒

野にも来ていたようです︒呉の周りにどういう防空施設があったの

もは第三課でしたが︑課長は少佐くらいの人でした︒これは兵学校
西田

伊 藤部長の下に今度は課長がいる わ け で す ね ︒

出の人で︑やはり技術の研究を大学へいってやってきたような人で

パンという︑アメリカ海軍技術調査団という名前でありました︒初

部長から︑今の一重︑二型︑三三と課が分かれていて︑私ど

す︒

伊藤

そうですね︑技手というのは数が少ないのです︒技手という

それは技手というのですか︒

部出せと︒これは高度の秘密であるから︑ここに連合軍としていろ

書けといわれるわけです︒いきなり︒それで︑持っている資料を全

えが原子爆弾で見たことを全部一週間でレポートに書けと︑英語で

査団の本部があるわけです︒そこで一週間缶詰になりまして︑おま

た︒東京駅前の明治生命のビルがありますが︑あそこに向こうの調

めは砲煩実験部の中のそういうことを調べていましたが︑私が原爆

のが普通の日常的な仕事をやる上での専門技術者です︒

西田
これはどういうところを出てきた人なのですか︒

んな者が占領に来ているけれども︑アメリカ以外のやつに一切いっ

やはり技術者なのですね︒

伊藤

これは︑呉海軍は技手養成所というのがありまして︑そこで

てはいけない︒勝手なものですね︒その調査は実に綿密でした︒原

侵藤

高等小学校を出たくらいの優秀な連中を訓練したのです︒私たちは

爆のことをまだ申しあげていませんが︑原爆というのはアメリカが

に関係したということが向こうに分かったら︑昭和二十年の秋でし

火薬のことを何も知らないで来て︑その技手なんかにみんなそうい

アリゾナの砂漠の中で実験をやっただけで︑空中から落としたこと

技術の勉強をやった人です︒その下に私どもの大尉とか中尉

う細かい点を習ったわけです︒そうでなければとても危なくて扱え

はないわけなのです︒うまく破裂するかどうかも分からなかった︒

西田

ません︒それは非常に皆どれも優秀な人でした︒

西田

士官の下は技手になるわけですか︒

人に対する被害がどれくらい至るのか︑これは想像つかなかったわ

たか︑占領軍の命令で特別列車に乗せられて東京に呼び出されまし

伊藤

あと職人上がりから来た工長というのがありました︒これは

が三〜四人おって︑その下に工員がいて実験の手伝いをするのです︒

西田

今度は工員ですか︒

た昭和二十四〜二十五年です︒ある日︑その出版屋の前にジープが

けです︒だからその被害状況を徹底的に調べたわけです︒私を捕ら

伊藤

そして︑実験部全体は大佐の人が総括していました︒

やってきまして︑﹁ここにミスター西田というのがおるだろう︒出

かなり年輩の経験だけを積んできたようなベテランなのです︒その

西田

それ全体は後でアメリカ軍の調査の対象になるわけですか︒

て来い﹂と京都の本部へ連れていかれまして︑そこでまた原爆のこ

えてそういうレポートを書かせた︒

伊藤

向こうは日本海軍の持っている火工技術を徹底的に研究した

下には一等工員︑二等工員という一般の職人的な人がおるわけです︒

西田

とを︒そのあと文部省で東京の公務員宿舎に入っていたら︑広島の

原爆研究所からまた私宛てに手紙がきまして︑﹁お持ちの資料があ

後で申しあげますが︑私が海軍をやめて京都で出版屋に勤めてい

いということで︑私どもの関係者が残されたわけです︒
私どもの関係者というのは実験部全体ですか︒
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のですね︒たいしたものですね︒薄気味悪いから︑持っているもの

がどこへいって何をしているというのを徹底的にフォローしている

れば︑くれ﹂と︒アメリカの機密調査のCIAというのですか︑私

べうということになったわけです︒鎮守府は︑﹁爆発物だから呉工

だから︑大本営が呉鎮守府に命令を出して︑広島の状況を海軍で調

二総軍という陸軍の本部がありましたが︑ここも全然応答がない︒

島の状況はまったく連絡がつかない︒放送局もだめだし︑そこに第

隊がいけしということになった︒何でも危ないところはね︒

廠がやれ﹂と︑呉工廠は︑﹁砲煩実験部がいけ﹂と︑それで︑﹁西田

をみんな出してしまいましたQ

砲煩実験部のときの一番最後の思い出は︑昭和二十年のかなり終
わりの終戦間際の頃︑ご存じの戦艦大和が鹿児島から特攻にいきま
も︑私らはほぼ分かっていました︒あの日の夕方︑駆逐艦を二隻連

たのだろう︒様子がおかしい︒十侮キロの呉線の沿線に沿って︑海

乗して︒そのときに私の部下は四〜五名です︒比治山がどこかがやっ

夕方頃呉工廠のほうからトラックが二台ほど来まして︑それに便

れて呉軍港を出ていくとき︑﹁これが大和の見納めだぞ﹂といって

田市という広島の郊外の町まで来た頃には日が暮れまして真っ暗に

すね︒あそこで沈められる︒あれは極秘のことだったのですけれど

海岸へいって帽子を振ったのです︒悲壮なものですね︒それで︑豊

その日なんですね︒

なりました︒

儲藤

そのBです︑落ちたBの夕方です︒だから︑原爆の落ちた日

後水道を出て鹿児島沖でやられたのです︒立派な船でしたけれども︒

西田

儲藤

原爆は八月六日の朝八時十五分︑私らがもう呉の砲煩実験部

原爆はどうやってお知りになったわけですか︒

の同僚で︑その後白血病で亡くなったのはだいぶいますから︒私は

西田

伊藤

被爆って︑当然二次放射は猛烈に受けているでしょう︒私ら

それで被爆されたのですか︒

の夕方から三B間︑広島と私はお付き合いしたわけです︒

西田

悪運強く⁝⁝︵笑︶︒

囲原爆投下直後の広島を調査する

の自分たちの実験室にいって何かの仕事をしていたら︑ピカッと外

て爆発が起きたんだ﹂と︑そう思ったんです︒その日の昼過ぎから︑

庫がありましたから︑﹁陸軍のやつ︑何か火薬庫でミスをやりやがっ

いるわけでしょう︒想像がつくことは︑広島の比治山に陸軍の火薬

けでね︒外へ飛び出してみたら︑西北のほうにきのこ雲がかかって

こかで火薬庫が爆発した﹂と思うわけです︒﹁やったな﹂というわ

西田

伊藤

一八キロです︒私ら火薬屋はああいうのを見ると︑﹁あ︑ど

距離はどのくらいあるのですか︒

射能で火傷をした人と︑家がガシャッとつぶれて下敷きになって焼

たのではなくて︑それで火事が起きて燃えて︑そのときの爆発の放

の写真なんて誰も撮っていないですから︒あの一瞬で町がなくなっ

事になって一昼夜かかって燃えた焼け跡の写真なんです︒原爆直後

の後の被害調査の写真というのは︑そうやってチョロとした火が火

いるのです︒それでところどころ火事になっているわけです︒原爆

辺の木造の家とか電信柱とか狐火のような火がチョロチョロ燃えて

も︑原爆で被害を受けた町というものは︑日が真っ暗になるとその

海田市まで来たら真っ暗になって︒よく申しあげるのですけれど

どんどん広島の呉線の列車に便乗した人が広島のほうから帰ってき

け死んだ人︑これが大部分の被害者です︒

が光って︑しばらくしたらドドーンと震動が来たわけです︒

て︑どうもただごとではなさそうだと︒そういっているうちに︑広
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その皆さんを追い払って︑電信柱が倒れているのを起こしながら進

の被害状況を見てこいというので︑救援するあれがありませんから︑

にふくれあがっているのです︒無残な姿ですね︒私らの任務は広島

と思ったのですね︒懐中電灯を照らしたら︑唇がだら一つとこんな

爆の被害を受けて死にきれない人が︑私らなんかを救援部隊が来た

いて私どものトラックのところに寄ってくるわけです︒つまり︑原

の両脇にうずくまっている何か積んであるようなものがゴロゴロ動

ことを決めたわけです︒アメリカはこのデータを全部そのまま使っ

護国神社南方何百メートル︑高度四五〇メートルが爆心だしという

高さが分かる︒それで︑私どもはその日のうちに︑﹁これは広島の

所と地図の上の爆心地の水平距離が分かって角度が分かれば爆発の

影が映っているそこへ棒をあてたら角度が分かるわけです︒その場

いる庇が放射能で木の壁へ焼きついているわけです︒この庇の角と

西田

小池

ええ︒そこに防空壕がありまして︑その防空壕の飛び出して

千田町ですか︒

島大学があったあの辺りなのですけれども⁝⁝︒

もうとしたのですが︑二︑三百もいかないうちにいけなくなってし

ています︒ほかに誰も調べた人はいないのだから︒

海田市から町へいく道路をいこうとしたら︑真っ暗ですが︑道路

まいました︒これは大変だ︑町じゅう全滅だ︒あしたからもう一遍

を立てた︒私どもがプランを立てて︑広島の地図を持ってきて広島

の火薬兵器をつくっている火工部が一緒になってあしたの調査計画

呉へ帰ったのは晩の十一時か十二時頃でした︒砲煩実験部と︑隣

ども︑まだそのときには放射能の恐さとか何とかというのをよく知

とその翌日と歩き回って︑私も相当二次放射を受けたはずですけれ

はみんな死骸が積み重ねてあるわけです︒そういうところをその日

ていってトタンの上に座ったところふわふわすると思ったら︑下に

あちこち町じゅう調べあるいて︑昼飯を食うときにお弁当を持っ

を十ヵ所くらいの地域に分けて︑そこへ各面がいって︑その場所場

らないから︒ただ︑その二日目のときに広島大学の向かい側の赤十

調査しようと︑すぐその日は呉まで引き返しました︒

所で被害の状況がどうか︑どの方向から爆風を受けているかという

字病院にいきました︒あそこへいってたくさんの被害者の方が手当

てを受けているわけです︒そこへ見舞いというかのぞきにいったら︑

ことを手分けして一斉にいこうということで︑その晩は終わりまし
た︒

きたわけです︒これは特別な放射能が出た︒レントゲンのああいう

看護婦がお医者さんに︑﹁レントゲンのフィルムを机の上に置いて

そのときにはもう火薬庫の爆発ではないということは分かっ
分かったわけです︒町がほとんど全滅状態だと︒

ケースに入ったやつに透過力のあるものが入ったので写真がみんな

伊藤
西田

やはり敵にやられたと︒

かぶつちゃっているわけです︒私が大学の卒業研究に嵯峨根先生に

いたらみんな感光してしまった﹂という︒それを聞いて私はぴんと

伊藤

それは敵がやったことは確かなのですけれども︒その翌日に

たわけですか︒

西田

ついて放射能の測定の研究をして︑広島の原爆もそこで看護婦さん

反応による爆弾をつくっているとラジオで宣伝していましたから︑

いって︑今の調査班が各地域ごとに調査をして︑そのBの夕方もう
ごとの被害の程度を見ると︑その爆発のプレッシャーが来たのが一

私どもは︑﹁アメリカの宣伝どおり︑これは原子核の核反応による

のその話を聞いたので︑特殊爆弾のことはアメリカがかねてから核

点に集まるわけです︒ここで爆心地が大体分かる︒私どもはある班

爆弾だ﹂ということの第一報を大本営へ電報を打ったわけです︒こ

一遍呉へ帰ってきて報告を書いたわけです︒広島の地図の上で地域

でいったのですが︑私どもが回っていった地域の中に︑ちょうど広
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れは間違いなさそうだと︒

もちろんそうだけれども︑放射能は受けるわけですね︒

中まで放射能がいっているとはかぎりませんからね︒ああいう木造

伊藤

のあれでもそんなに通さない︒

それから歩けば放射能はある程度受けるけど︑直に防空壕の

究所の仁科︹芳雄︺さんだとか京都大学とかのいろんな偉い先生が

通さないのですか︒

西田

来られて︑もちろん専門家の立場からガイガ⁝・カウンタ；で放射
伊藤

私らが調査した三日後くらい︑八月十日近くなってから理化学研

能があるとか︑やはり原爆だろうということが出てきたのですが︑

ええ︒私の従兄弟が広島の高等工業にいっていて︑南のほう

けになったけれども︑物陰におって直に照射を受けなければ放射能

ですけれども原爆で攻撃を受けたのですが︑ガラスの破片で血だら

西田

そのときにはガイガー・カウンターは持っていかなかったの

第一報は私らがそのときに見つけたわけです︒

伊藤
ですか︒

の被害を受けないで皆助かっているのです︒

ガイガー・カウンターなんてまだ砲煩実験部に揃っていませ

西田

伊藤

そうですが︒逆にいえば︑建物の中にいて放射能を直接受け

ん︒そんな放射能の兵器が来るなんて思っていませんから︒

るのか︑目玉や舌が飛び出しているのです︒吐き出すように︒それ

と来て︑プレッシャーが来てからマイナスのプレッシャーがまた来

とふくれてしまって男性か女性か分からないですね︒爆風がバーツ

ころです︒やられた方は着物が全部吹き飛んでしまって︑体がぐっ

れども︑やはり一番無残なのは爆心地から数百メートルの範囲のと

聞かれるのですが︑あんまり楽しくないので話したくないのですけ

いにつぶれているのです︒やはり凄いものですね︒

車の人がバーツと爆風で挟まれて︑自転車と人間が一〇センチくら

そこの橋を渡ったときには︑橋の欄干に向こう側を通っていた自転

すね︒あの辺の近くであそこへいく相生橋という橋があります︒あ

ところでしょう︒それから︑広島の今の原爆の平和記念碑がありま

す︒朝の八時なんぼですから︑まだ朝ごはんの用意をしたばかりの

西田

それは爆風ですか︒

なくても︑建物が倒れれば︒

から︑おへそが〜番弱いのですね︒おへそから腸が飛び出して風船

伊藤

爆風です︒一番極端な場合には︑我々人間というのはおせん

広島市内の原爆の状況は︑私は原爆のことをいろいろなところで

みたいにふくれあがっている︒こんなのは実際に見た人でなければ

西田

倒れて︑それで下敷きになって︑火事が出て焼け死ぬわけで

考えられないことですね︒圧力が来て︑腸が飛び出して風船みたい

割合に普通の防空壕がありまして︑あのときはもう警戒警報は解除

ところが︑爆心地から二〇〇〜三〇〇メートルくらいのところに

にあげてしまいました︒これは記録してもらわなくていいのですが︑

贈したし︑あと私の持っていたわずかな資料なんかも皆ほかのほう

いったときの写真は一部ありましたが︑これは原爆の記念館にも寄

べいになってしまうのですね︒自転車に乗ったままの格好で︒そう

になっていたのですけれども︑まだそれを知らないで隠れていた女

ちょっと雑談的に︑そのときの原爆の資料でいま私の手元にあるコ

になっている︒

の人がいて︑その人がその後出てきて話を聞いたら︑どこも被害を

ピーだけを持ってきました︒これが八月今山に出した呉鎮守府の第
書いたものですが︒

一報です︒﹁軍極秘﹂と書いてあるでしょう︒これは我々の上司が

受けていないのです︒だから︑あの簡易な防空壕でも︑原爆の攻撃
があることを知ってそこへ入っていれば人間は助かるのだという一
つのはっきりした証拠があったわけです︒
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略な原爆の報告書です︒翌月の九月に︑﹁原爆に関する調査報告

ていたのを︑その専属にコピーをくださったのです︒これはごく簡

西田

伊藤

書き込みを後からやられたのでしょうね︒これが海軍省に残っ

書き込みですか︒

西田

伊藤

そうです︒広島駅はずいぶん距離がありますが︑その当時︑

それは広島におられた方なのですね︒

彼はかわいそうに白血病で死にました︒

のときに帽子を被っていてそこで被爆したときのあれでしょうね︒

た黒い字が放射線で焼け抜けているわけです︒放射能がいかに強かっ

臨時列車が出るたあに紙に墨で何時何十分発と書いてある︒ちょう

たかという︒

呉鎮守府しと書いてあるでしょう︒ここに概要からずっと細かく書
ているのですよね︒この報告書のここ︑﹁報告作成者

紙自体は残っているわけですか︒

どレンズで黒いところをやると焼けるでしょう︒こういう紙に書い

三井さんは︑後の砲煩実験部長です︒海軍省で私の上の課長の神津

伊藤

ええ︑これがそのときのぶら下げてあった臨時の紙です︒

いて︒これだけの厚さでも︑この当時はかわいそうにガリ版でやっ

さんという少佐です︒ここに︑﹁海軍技術大尉西田亀久夫﹂と書い

西田

その黒いところだけが抜けているわけですか︒

海軍大佐⁝⁝﹂

てあります︒この原案は私が書いたわけです︒これで広島へ入って

伊藤

ロ離れたところがら撮ったものです︒これは後で申しあげますが︑

くる途中からずっと全部経過を書いてあって︑監視硝はどこでどう
写真をつけたわけです︒そのときの写真は︑これは実際に砲煩実験

原爆のときに空中からアメリカが投下したという︑落下傘をつけて

これが私どもの吉浦から写した広島のきのこ雲です︒一五キ

部の連中が撮った写真で︑その後アメリカの調査団にそれを見せる

フワフワおりてきて︑これは原爆の不発弾だろうといって大騒動に

西田

ために私の上司の神津さんが英語に訳した︒この写真集を神津さん

なったわけです︒これが二発ほど広島の郊外に落ちたわけです︒二

いうものを見たとか書いてあるのです︒それで︑これにある程度の

の奥さんが持っていて︑最近私にコピーを送ってくださったのです︒

それは何だったのですか︒

〇センチの幅︑一メートルくらいの筒で落下傘がついている︒これ
伊藤

それが広島の原爆がすんだ二〜三臼後に広島の郊外の加部の

これが我々が撮ったその当時の写真です︒いろいろ英語で説明して
全部燃えているわけではないのですね︒

西田

は持って帰ってきたときの写真ですけれども︒

伊藤

燃えているわけではありません︒火事にならなければ︑ぺちゃ

あります︒

西田

近所の田舎の田んぼの申へ落ちている︒皆さんの噂では原爆の不発

あれは落とす飛行機のほかに二機やってきたわけです︒それが落と

んこにつぶれているだけです︒広島の護国神社の近くで電車がレー
それは爆風ですね︒これは燃えたあとですか︒

したのです︒これが空中から落ちている︒不発弾だろうからと︑ま

弾だという︒原爆が落ちたときに二発ぐらい空中から来たのですね︒

伊藤

燃えたあとです︒それから︑これがさつき申しあげた防空壕

ルから外れたのが横を向いちゃっているのです︒

西田

た不発弾処理隊長︵笑︶︑西田隊が直ちにいって処分をしろという

ニキロ四方全部立ち退きですよね︒八月の暑い最中で︑お百姓さん

加部のところへ車でいきましたら︑原爆の恐れがあるというので

の中へ庇の影が映っているというやつです︒これは私らの同僚の海
それはいつの話ですか︒

わけです︒

伊藤

広島の大学の中に実験部の出張所をおいていましたから︑そ

軍中尉の被っていた帽子がやられているわけです︒

西田
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テリーが出てきて︵これは電気の発信機みたいだなと思って︑﹁も

たのです︒山本君と私と二人で切っていってみたら︑この中からバッ

レへいく﹂とかね︒やっぱり気味が悪いですよね︑誰もいなくなっ

のですが︑﹁俺︑ちょっと村の様子を見てくる﹂﹁俺はちょっとトイ

たわけです︒やり始めますと︑そこへ大本営からたくさん来ていた

けです︒細んぼの中で︑一人が押さえておって︑一人は一所懸命切っ

でいこう﹂といったのが︑この横腹を金切りのこで切ろうというわ

り出してあぜ道へ持っていって︑﹁さて︑どうするか︒よし︑これ

した︒私どもはそれを私の腹心の山本君という技手と二人で引っ張

わけです︒いってみたら︑これが田んぼの中へ斜めにささっていま

は雑草を抜かなければいけないのに︑ニキロ四方は人が誰もいない

インクで落書きをしてあるのです︒その意味はよく分からないので

しょうという形で︒この切ったやつの中をあけましたら︑マジック

いかも知れない︒その場合にでも破裂した瞬間をつかまえる努力を

西眼

伊藤

日本に取られちゃう︒落とした飛行機も観測⁝機も帰ってこな

これが不発弾で落ちたら︒

の凄く慎重ですね︒

うことに使ったのだろうと判定したわけです︒アメリカはやはりも

ピ・ピッと︑﹁あ︑今やった﹂というのは分かるわけです︒そうい

ら︑電波の波長が変わるわけです︒沖縄の辺で聞いていれば︑ピピ

クウエーブが来るわけでしょう︒その薄いところの膜がポッと来た

そのために短波の発信機をやっておいて︑バーンと爆発したらショッ

破裂して日本に秘密兵器が取られていないという証拠をつかみたい︒

る︒だから非常識な方法でやるのが一番安全だ﹂と︒そういうこと

なものだったら︑普通の方法で分解したら爆発するようにできてい

すると︑﹁そうではない︒もしこれが高度の⁝機密のある原爆のよう

切るとはなんと乱暴なことを﹂というのですが︑私たち火工屋から

後でよくいわれるのですが︑﹁得体の下れないものをのこぎりで

ルトニウムでやってきた︒広島の原爆がそういう格好で︑これの不

にやっと間に合わせた︒長崎もその直後にできたやつで︑今度はプ

めて悶に合わせ的に大急ぎでつくったものなのですね︒広島の原爆

ぶつけるのだというあれなのだ﹂と︒分かりませんけれども︑きわ

いう意味なのか︑﹁そうではない︑これはヒロヒトだ︒昭和天皇に

すが︑﹁トゥー・ヒロ﹂と書いてあるのです︒これは広島にいくと

一種の高度の⁝機密兵器で︒

うだいじょうぶだ﹂といったら︑皆が喜んで帰ってきたのです︒

でしょう︒分かってみればそうですけれどもね︒

たがって︑原爆を積んできた飛行機が無事に帰ってくるかどうか分

で落とすときに本当にうまく爆発するかどうか分からなかった︒し

は説明しませんけれども︑アメリカはアリゾナで実験をやって日本

ところがあるのです︒これで分かったことは︑結局推測でアメリカ

張って︑下にぶら下がっている︒一番上のところに薄い金属の膜の

たら︑短波の発信機だったのです︒上の落下傘との間にアンテナを

て︑私たちはこんな大きな白い握り飯をもらいました︒あの当時︑

たら村の人が喜んで︑畑もやっとできるものですから帰ってこられ

西田

伊藤

西田

伊藤

どうでしたかなあ︑持って帰ったかどうか︒それが全部終わっ

アメリカ軍はこれを回収したわけですか︒

これはアメリカ軍にも話しました︒

これも全部アメリカ軍に聞かれたわけでしょう︒

かしく笑い話になるのですけれどもね︒

発弾処理をのこぎりで切った話というのが後から聞けばおもしろお

からなかった︒だから観測機を二つ連れていった︒うまく空中で破

おにぎりなんか食べられなかったのですよ︒

後から分かったのは︑工廠の電気部に持っていって調べてもらっ

裂するかどうかも分からん︒その二つの観測機自身も日本の戦闘機

伊藤

海軍でもそうですが︒

にやられて帰って来ないかも分からん︒そうすると︑確実にこれが
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の技術士官が何十人とおったのですが︑その連中が仲間で︑﹁こん

そうですよ︒原爆についての思い出はそれです︒少し付け加

西田

すけれども︒鎮守府にいったら︑長官はおられなかったのですけれ

に出かけていきました︒平生ならばそんなことをしたら軍紀違反で

長官に戦争継続を陳情にいこうと八月十五日から数日後に呉鎮守府

ば戦争はできるのだから﹂といって︑青年将校十数名で呉鎮守府の

なことで戦争やめるなんてばかな話があるか︒まだまだ本気でやれ

またいけですか︒

えますと︑三日後に長崎に落ちまして︑また︑﹁西田がいけ篇と︒
偶藤

命終戦後の混乱期

けは非常に感銘を受けているのですが︑戦争の終わりのそういうと

ども︑参謀長が会議室で話を聞いてくださいました︒今でもそれだ
西田

きでも立派な人はやはり度胸があるなと思いました︒私どもが︑

長崎まで汽車でいったら︑諌早まではいけましたがそこから

は汽車が通じなくて︑臨時の機関車が動いていたので便乗して長崎

大きな山の畝が通っているわけです︒隣の谷のほうはほとんどたい

天主堂のある谷にはひどく落ちたのですが︑広島と違って町の中に

はよく分かった︒長官が帰られたらよく話しておこう︒しかし︑こ

ニコニコ︑ニコニコして聞いておられました︒﹁君たちのいうこと

から戦力は決して落ちないし︑断固やるべきだ﹂といいましたら︑

﹁絶対に戦争に負けないんだ︒私が原爆を調査してこういう状況だ

したことがない︒だから全体としては被害が少なかったわけです︒

れからは僕の命令だから慎重に聞いてくれ︒これから君たちにやっ

へ入りました︒ここは被害状況を見るためにいったのですが︑浦上

しかも︑浦上の天主堂のあるところの海岸側に近いところに大きな

後まで秩序を守ってくれ︒終わりしといって︑何も一言も⁝⁝︒な

てもらいたいことの第一番は︑この海軍工廠の何百人という勤労動

るほど︑大人はああいう見方をしているのだなと思って感心しまし

三菱の兵器工場がありましたが︑そこへいってみたら︑トタン屋根

最後に私どもは呉と長崎をやって報告書を書きました︒何かに報

た︒何ていう方かお名前は聞かなかったのですけれども︑参謀長の

員の女学生たちに持てるだけの物を持たして無事に国に送り返す︒

告作成書の所見を書けるわけです︒広島の防空壕で助かった女の人

人でした︒少将でしたかな︒

が全部崩れてくしゃくしゃになっていてひどいなと思ったけれども︑

とか長崎の兵器工場とかを見て︑原子爆弾であることは閾違いない

それは立ち消えですか︒

これが第一番︒第二番目は︑ここで終戦となれば︑おそらく皆勝手

けれども︑それによる攻撃を事前に予測してうまく避難すれば︑人

観藤

陳情へいっただけの話で︑それから後は命令に従って勤労の

トタンをのけてほこりを払ったら︑工作機械はちっとも傷んでない

間の被害を最小限にとどめるだろうし︑今の兵器工場などの被害は

西田

なことをして呉工廠の風紀も乱れるだろう︒君たちは士官として最

きわめてわずかだから生産力は落ちない︒結論は︑断固戦争を継続

女の子たちの後始末のこととかそういうことばかりで︒

のです︒掃除をしたらすぐ動かせる︒

すべきであると︒こちらもまだ二八歳ですからね︒
というのはあまりょくラジオでは分からなかったのですけれども︑

があるでしょう︑火薬の包装のための生地だとか︑立派なものがあ

西田

伊藤

持てるものです︒民閥で手に入らない布とかいうようなもの

持つものを持たせてというのはどういう意味ですか︒

しかも︑その直後に今度は終戦になるわけです︒陛下の玉音放送
ただ︑戦争をやめるらしいということで︑呉海軍工廠の私ども若手
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た︒我々大学出はなつとらんといっていつも活を入れられたのです︒

士官がおって︑これが自分は軍人精神の塊みたいなことをいってい

いほうの例としては︑私どもの砲煩実験部に兵学校出のパリパリの

りました︒よくいうのですが︑今のような立派な方もあったが︑悪

一人は寝ていた︒その一人の守衛は英語が分からんものだから︑

てきて︑﹁金を出せ﹂といったらしいのです︒二人おったのですが︑

り所があって︑そこへ占領軍の黒人の兵隊がピストルを持って入っ

中電灯を持って山をあがっていきました︒由のところに守衛の見張

本当の殺され損ですね︒これは戦争に負けたということを本当にし

﹁ノ⁝︑ノー濾といって逃げようとしたら︑後ろからバンバン撃た

みじみと感じました︒あれは気の毒でした︒それは昭和二十年十二

そんな人が終戦になったら手のひらを返したようになって︑トラッ

じゃあ︑そういうのが軍人精神だったのでしょうかね︒

後始末というのはどういうことですか︒

月三十一臼です︒

れて︑背中からこちらに弾が抜けて倒れていました︒その翌日その

俘藤

もう一つだけ終戦での思い出は︑十一月に第二復員省になっ

伊藤

私どもは呉工廠に豪州軍が九月か十月頃かに船で呉軍港へ入っ

クに海軍工廠のいろいろな物資を積んで自分のうちへ運んだりして

て︑しかしまだ海軍工廠でその後始末に残って翌年の調査まで付き

西田

人の遺族がやってきて︑死んでいる人にとりすがって泣いていまし

合わないといかん︒昭和二十年︑まさに終戦の年の十二月三十一日

てきて︑上陸してきました︒私どもは当然海軍の引継ぎだろうと思っ

いました︒だから︑人工というのは土壇場になるとね︒我々学校出

ですが︑呉工廠もほとんど帰る人は帰ってしまって︑あの広いとこ

て私どもの上司やらなんかがちゃんと並んで待っていたのですが︑

たけれども︑あの当時の警察に豪州軍のやったことを調べようがな

ろががらんどうみたいになってしまって⁝⁝︒

西田

お仕事はもう何もないわけですね︒

彼らが船をつけましたら︑そこへおる日本の兵隊なんか見向きもし

はもう変わりようがないわけです︒軍人精神も入らんけど︑べつに

傍藤

仕事は何もない︒その前に申しあげるのを忘れましたが︑そ

いです︒それから一︑二週間して皆また交代でいってしまったから︑

西田

ないで兵隊がぞろぞろあがってきて︑その辺の倉庫の中を開けて︑

将来どうしょうという欲があるわけではないですからね︒

の頃は豪州軍が呉へ入ってきまして呉を占領しました︒呉工廠の治

自分の寝袋を出してそこで寝る用意をしているわけです︒全然相手

私どもの任務は技術調査団が来るからこれとの対応ということで︑

安を我々が守るのだといって︑私はその晩に当直将校で工廠の本部
ら山があるのですが︑由一面に呉工廠の警備のための守衛所がある

それからは多少まとまった仕事で︑向こうとの話し合いをしたり︑

にしょうともしないですね︒

わけです︒その由の上の守衛所で豪州軍の黒人の兵隊さんがやって

江田島の火薬庫を案内したり︑いろいろなことをやりました︒

で宿直していました︒夜中の十一時頃︑呉工廠はずっと東のほうか

来て︒

揮藤

西田

寸翰

黒人がおりました︒守衛所で守衛が殺されたというのです︒

オーストラリアでも黒人兵なのですか︒

豪州軍でした︒呉に来たのはオーストラリアでしたから︒

豪州軍ですか︒

伊藤

西田

アメリカの技術調査団です︒

それはアメリカですか︒

二十年のうちからでした︒

ですか︒

それは昭和二十一年になってからですか︒二十年のうちから

西田

西田

揮藤

﹁当直将校すぐ来てくれ﹂というので︑それから夜暗いところを懐
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西田

伊藤

関係はないのでしょうね︒同じ連合軍の中の別々の任務です

豪州軍との関係はどうなのですか︒

から︒アメリカの調査団がそこへ来て調べたのと︑さっき申しあげ
伊藤
アメリカです︒

それは全部アメリカですか︒

た︑私を原爆の関係で東京へ呼び出したのと︒
西田

それはまだ仕事としては第二復員省の︒

第二復員省の仕事が終わって︒

終わってからですか︒

ええ︑二十一年頃二月頃に終わったわけです︒

大学の研究室に戻られますよね︒

自分の生まれ故郷の朝鮮は音信不通ですし︑生きているのか

どうか分からない︒ 女房と二人呉に新婚でいて︑長男だけ生まれた

わけでしょう︒ 親子三人だけ︒海軍がなくなったら何をしていいか

伊藤 やはりCIAですか︒
西田

分からないわけです︒海軍を第二復員省でやめたときの退職金が三

〇〇〇円かなんぼあって︑あの当時の三〇〇〇円といったら︑女房

・ジャパンと書いてありましたから︑アメリカ海軍技術調査団︒

後始末というときに︑原材料とかいろいろなものが工場とい

伊藤

子どもを呉においといて三年間くらい食っていける︒退職金を預け

て︑私はほかにやることもないから︑もう一遍学問をやり直すかと

砲煩実験部ですから︑結局実験装置とかそういう器具の類で

西田

いう形で嵯峨根先生と連絡して︑﹁俺の研究所へ戻って来い﹂とい

度は四月の天長節に朝鮮の家族が無一物で帰ってきて︑これを養わ

すからあまりめぼしいものはないのです︒一番まともにたくさんあっ

ぐるぐる回すやつですか︒

なければいかんものですから研究室をやめたわけです︒これが四月

われて東京へいったわけです︒それが確か二月でしょう︒呉をたっ

伊藤

はい︒豪州兵なんていうのはそんなものを見たこともないの

たのは︑タイガi計算機というのが昔ありましたが︑弾道計算なん

西田

の天長節︹二十九日︺︒二ヵ月だけ東京大学へいったのです︒

たのが二月十一日︑妙なあれですが昔の紀元節です︒二ヵ月して今

ですね︒みんな海に持っていって放り込んでいました︒あんまりだ

てずいぶんB本の兵隊も亡くなったのですが︒それが上陸してきた

朝鮮から無事に帰れたわけですか︒

工廠全体としてはあったわけですよね︒

ものですから︑両親と兄夫婦︑弟夫婦︑妹︑弟の子どもの合計八人

伊藤

伊藤

だけど︑人間の手で持ち運びできるような軽いものはないで

が無一物で白頭山のほうへ逃げて︒

から︑私はうちの主任に︑﹁これ一つだけ記念にもらいますしといっ

西田

伊藤北のほうへ逃げたのですか︒

無事でしたけれども︑朝鮮の清津というところにいたわけで

す︒あまり向こうとしては戦利品はなかったでしょう︒江田島へい

西のほうへ︒

西田

けば︑火薬庫で危ないものばかりですからね︒その後の話になりま

西田

あれは西ですか︒

てタイガi計算機をもらいました︒あとはろくなものはなかったか

すが︑二十一年になってから︑私は一たんやめて東京の大学へいっ

伊藤

す︒終戦直前にソ連が北鮮に入ってきました︒あそこで戦闘があっ

て︑また戻ってきて江田島の火薬庫の火薬の後始末をアメリカ軍の

かんこう
山沿いにずっと逃げてきて︑途中︑三八度線の手前の威興と

西鼠

らね ︒

かをやるのにあれの新品がたくさんありました︒

うのはあるわけではないですか︒

そうなんですかね︒ネイバル・テクニカル︒ミッション・トゥー

西伊西伊西伊
田藤田藤田藤

指揮でやらされました︒
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たろうと思うのです︒これは運命ですね︒

でそういうところで野垂れ死にするように死んだ︒親父は果しかっ

戦果を挙げて金鶏勲章をもらった親父でしょう︒それがソ連の侵入

前申しあげた日露戦争で︑乃木第三軍でロシアと戦争して赫々たる

なくて︑眉毛だけを形見に取ってきたと︒よくいうのですが︑この

わけです︒あのときはみんな半病人ですから親父の介抱も何もでき

四月に帰ってきたときには︑一番年上の親父だけ死んでいなかった

ら︑眉毛だけを形見に取って︑朝鮮人の人に頼んで埋めてもらった︒

いたら一番年上の親父が死んでいた︒それを葬ることもできないか

して︑そのときに家族みんな病気でふらふらになっていて︑気がつ

たわけです︒その抑留された減興で︑発疹チフスが非常に流行りま

いうところがありますが︑あそこで金部捕まってしまって抑留され

西田

伊藤

伊藤

それはまたアメリカと何か︒

まして︑そこへ雇ってもらって江田島の火薬庫の処分のことをやっ

火薬という本当の日本化薬の会社とは違う系列の会社をつくってい

てきました︒何も職がないから︑呉の界隈で昔の海軍の上司がβ本

伊藤

江田島の火薬庫は危ないから︑それの始末をするというので

たわけです︒そのときがちょっと⁝⁝︒

西田

アメリカの命令でやっているわけですか︒

まだアメリカはそこにおりました︒

西田

そうです︒指揮官はアメリカの少佐の人で︑軍服を着て︑も

だから︑すぐ嵯峨根先生に暇乞いをして︑二日後に広島へ帰っ

自分の妻子も含めて︑大変なことになりましたね︒

私だけですから︑これは八人を養わなければいかんなと︒

親父が亡くなって︑皆が帰ってきたのだと︒皆半病人で元気なのは

西田

海に捨てるのですか︒

いって︑瀬戸内海の何とか島の辺までいって海に捨てるのです︒

私たちはその人夫の人の指揮官みたいになって︑船に火薬を積んで

ちろんピストルを持って︑日本の人夫やら我々を指揮するわけです︒

そこで抑留されて︑よく帰ってこられましたね︒これは北鮮

うふうにあったのか知りませんけれども︑それから皆で揃って歩い

伊藤

あのときは気がつかなかったけれども後で分かったのは︑海

伊藤

てどんどん三八度線を越えていったらしいです︒ソ連のほうがコン

西田

の側でしょう︒

トロールしていたのだけれども︑それが緩くなったのでしょうか︒

軍の江田島の火薬庫にも毒ガス弾があったのです︒毒ガスのイペリッ

三八度ではなくて北鮮の側です︒抜け出すきっかけがどうい

私一人が内地におったものですから︑そのへんの経過がよく分かり

トというやつです︒そんなことは分からないから︑イペリットを詰

めた弾から少しずつ漏れていたのですね︒二日ほど作業をした後︑

ません︒

伊藤

人夫の人の汗をかくところにイペリットの漏れたやつで水ぶくれが

藤原ていさんのあれ︹﹃流れる星は生きている﹄︺と同じだな︒

それから後は︒

内海のあそこの辺に埋めたのです︒

できているわけです︒なかなか治りにくかったという話です︒私ら

大久野島でしょうか︒

三八度線を越えて帰ってきて︑弟が東京に飛んできて︑実は
だけど︑よく分かりましたね︒

小池

あの辺にやはり陸軍の毒ガス弾をつくっていたところがあっ

西田
傷藤

博多に上陸して︑広島に母の里があったわけです︒花という

西照

は一週間ぐらいで全部打ち切りになりましたけれども︑それを瀬戸

西田

て︑その近所へ持っていったらしいのです︒私らはいわれたとおり

これこれだというので︒

いっているということが分かって︑それで弟がやってきたわけです︒

名前の︒母の里へ皆が駆け込んだわけです︒そうしたら私が東京へ
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にやるだけです︒何かぐずぐずいっているとポンポンとピストルを
窟されますね︒

伊藤

来ていますから皆失業してしまって︑ありがたいことに昔の海軍の

の家へ帰るのですが︑士官連中というのは学校串とかそういうので

工員とか技手とかという人は大体呉の地元の人ですからまた自分

ときに︑昭和何年だったか︑海軍技術大尉になったのです︒それは

西田

伊藤

西田

佐世保の海軍工廠にいったときはまだ中尉でした︒呉に来た

最後まで中尉ですか︒

海軍に入ったときにすぐ中尉です︒

戻りますが︑砲煩部でお仕事をされていて︑最初は中尉に任

撃つ︒嫌な時代でしたね︒

上司の人というのがその人たち一人ひとり全部に就職の世話をして

︹履歴書に︺書いてなかったでしょうか︒昭和十八年か十九年です︒

ポツダム少佐にはならなかったのですか︒

私はあと半年ほどしていたら少佐になるところだったのです︒

くれました︒立派なものですね︒私は︑火工部長の後で来た磯さん
という少将の人が京都大学で勉強したので︑京大の同級生を通じて︑

京都の出版社の編集員で雇ってもらえることになり︑それで私は京
では︑四月から九月までの間は火薬の処理の仕事をされておっ

都へ出かけていきました︒
伊藤
たわけですか︒

四月からというのは︑嵯峨根研究所から四月に帰ってきまし

ならなかったです︒大尉で終わりです︒

先ほどアメリカ軍の調査団とお付き合いされたといわれまし

それは通訳を通じてですか︑それとも先生は英語ですか︒

通訳はおりませんね︒我々が学校で習った英語で︑見よう見

伊藤

手まね足まねで意思の疎通をしまして︑結構仲よくなりま

九月ですね︒日本火薬というところで今の⁝⁝︒

すか︒

まねで︑

西田

これ︹履歴書︺にはそれが書いてありませんけれども︒

西田

たね︒高桐書院へいっているのはもっと早いでしょう︒

伊藤

火薬の処分をしたりしているのは︑高桐書院へいく九月まで

した︒

西田

話をすれば分かるわけです︒個人的にも親しくなって︑二十一年の

それはやはりテクニカル・タームが同じだからという意味で

の問です︒呉の近くの親戚のところに居を据えてそれをやっていま

正月にはまだ私らは呉におりましたから︑技術屋さんの幹部の連中

新円切り替えがありました︒すべての貨幣価値が十分置一くらいに

知のように︑昭和二十一年の嵯峨根先生ところへいっているときに

西田

伊藤

普通の日本の会社並みの給与は出てきました︒しかし︑ご承

これは︑給料はよかったのですか︒

ころの間が抜けていますが︑豪州軍が進駐してくるときは︑呉は一

西田

伊藤

お金はまだ第二復員省からもらっていましたから︒そこのと

お金はだいじょうぶでしたか︒

を私のうちへ呼んで新年宴会をやりました︒

死なばもろともだというわけで残っていたら豪州軍がやって来て︑

半Bくらい並んだのだけれども︑汽車が混んでいてだめなんです︒

斉にパニックでね︒女子どもはどんなひどい目にあうか分からない︒
︑

なってしまった︒三年間女房らが食えると思っていたら︑そうでは
インフレ時代ですからね︒

うちの女房なんか全部岡山県の田舎へ疎開させようとして︑呉駅で
伊藤

徹底的なインフレで︒

ない︒そのときはなかなか大変でした︒

中身は技術的な問題ですからね︒だから︑大体現物に即して

した︒

伊藤九月です︒

西田
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やって来たときというのは町じゅう全部雨戸を閉めてし一んとして
小池

りするわけです︒

向こうのジープのところへいくと︑豪州兵からチョコレートやチュー

なると︑子どもはめずらしがってちょろちょろ出ていくわけです︒

目にあった﹂といってよく調べていました︒ほかは何だったかな︒

査︒それ以外には︑日本のロケット弾のことを︑﹁これにはひどい

西照

ですか︒

アメリカ軍のもっとも関心のあった日本の技術というのは何

いました︒だけど︑向こうのジ⁝プがやってきて二日目︑三日園に

インガムをもらうわけです︒子どもは大喜びですよ︒あれもまさし

問してくるということです︒特別にレポートをつくるとかというこ

西田向こうが自分たちの目で見て大体分かる︒分からんことは質

伊藤

これは事細かに質問するわけですか︒

とはありませんでした︒

第一はさっき申しあげた原子爆弾のことです︒原爆の被害調

く敗戦の風景ですね︒

ことはあったでしょうけれども︑さほどのことはなかったのですか︒

観藤
いや︑ずいぶんあちこちで女性が暴行を受けたとか︑どこか

それで︑さっきおっしゃったように歩哨が殺されるみたいな

西田

それを明治生命ビルで缶詰ですか︒

わけの分からんところで豪州兵に殺されたとかというのはありまし
た︒やはり皆非常に警戒していました︒しかし︑二〜三ヵ月でどん
どん進駐してきた兵隊を交代させていたようですから︑あんまり治
安が悪くて外も歩けないというようなことはありませんでした︒む
しろ︑子どもがあんまり兵隊さんに慣れるのが︑見ていて情けない︒

缶詰でした︒

あそこで簡易ベッドか何かで寝たわけですか︒

部屋の中でどこかで泊まったのでしょうね︒

食い物は向こうのだからいいでしょう︒

意に入れて持って帰りましたけれども︑ おいしかったですね︒

アメリカ軍はそれとはまた別に調査団を送ってきて︒

儲迂

伊藤

も東京の司令部から来ているいろんなブランチの兵隊はおりました

りおいしいものではなかったけれども︑ 当時の日本人としては非常

例の全部セットになった缶詰がありましたね︒それはみんな

けれども︑アメリカ軍というものはそんなに目立つような動きをし

においしかったのでしょうね︒

調査団だけです︒呉に進駐してきた兵隊としては︑アメリカ

ていませんでした︒

西田

とにかくあれは肉がぎっしり入っていますからね︒あと終戦

軍隊の︑あの携帯食料は何ていうのでしょう︒あれはあんま

俘藤進駐軍列車で東京にいらっしゃったのはいつ頃のことだった

までで何か補足しておくことはあんまりなかったでしょうね︒終戦

い︒陛下の玉音放送︑ラジオ放送があったときには︑それから二〜

西田

これは待遇がよかったのでしょう︒

三日︑進駐軍が来るまでは実は騒然たる雰囲気でした︒

のときには鎮守府へ陳情にいって戦争継続すべしとやったことくら

偶藤

寒駅から進駐軍の特劉仕立列車ですから︑日本人は乗れない

のうちの十一月か十二月頃でしたか︒

西紐

残っているのは︑呉鎮守府の管下に真珠湾攻撃をした特別攻撃隊が

西田

伊藤

しかし︑いきなり原爆の報告書を英語で書けなんていわれた

あれは二世かも知れないと︒

あの当時の特攻で体当たりをする訓練をずいぶんやっていたのです︒

あるのです︒海の中を潜っていって自爆するやつですね︒それとか︑

一番印象に

わけです︒そんなのに乗っていくと︑皆に外からのぞかれて︒

向こうの調査団が来てからですから︑やはり︹昭和︺二十年

のですか︒

西田

西伊西伊西伊
田藤田藤田憶
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ども︑負けるのは嫌だというような感情ですね︒だから戦争継続を

り︑ミッドウェー以来︑これはアメリカに勝てるとは思わないけれ

をしてい．て︑これで降参だというのは納得できない︒私だってやは

んだ人がだいぶあるらしいです︒憐れな話ですね︒今まで死ぬ稽古

って命令を聞かないで飛び回って︑最後に海に突っ込んで自分で死

いたら︑特攻の準備をしていた青年士官がとても納得できないとい

い飛行機が空をブンブン気が狂ったように飛んでいました︒後で聞

だから︑玉音放送があった後︑いいお天気でしたけれども︑数少な

ほどたって昭和三十年頃︑まだ三〇代で若いのに急性の糖尿病にな

西田

二十七年︒

伊藤

西田

伊藤

いえ︑文部省へ最初にいったのは昭和二十六年です︒

昭和二十七年ではないですか︒

たっていますけれども︒

たのですが︑文部省にいったのが昭和二十六年で︑もう終戦後六年

西田

これ︹履歴書︺だと一九五二年三月になっています︒だから

西田

伊藤

それは皆︑係りは違いましたから分かりませんが︑特別な列

無事に勤労学生と︒

ありませんか﹂といったら︑﹁そんなことはないでしょうしといわ

て︑慶応病院の人に︑﹁実は原爆の調査をしたので放射能の影響は

りまして慶応病院に入院しました︒それだけが実に意外な症状でし

そうです︑二十七年です︒そのときにいって︑それから二年

私はありがたいことに白血病とか原爆症らしきものはなかっ

と⁝⁝o

車を仕立てて︑汽車に乗せて地方へ︒地方から女学生がずいぶんだ

れましたが︑それだけです︒

小池

くさん来ていましたから︒

地方といったってそんなに広い範囲ではないでしょうQ

も浴びるとそういう後遺症があるのですけれども︒

普通は甲状腺が腫れたり︑食べ物の味が変わったり︑少しで

広島県内でしょうね︒

房と結婚して六〇年です︒ダイヤモンド婚というのだそうですね︒

呉におる昭和十七年に家内と結婚したのですが︑今年がちょうど女

昭和二十八年から現在まで病気はずいぶんしました︒海軍の

それは皆どこかへ散っていったのでしょうね︒

金婚式はもう過ぎて︒

西田

先生の部下なんかにいた人たちはどうなったのですか︒

伊藤

この間女房に聞いたら︑その六〇年の間に︑家内は一度も入

一般の工員は︒

私の部下では︑技手の人はもちろん広島のこの界隈に住んで

西田

いたいから三日間広島の調査をしたということの証明をしてくれと︒

省へいってから技手の人から二〜三頼まれたのは︑ 原爆手緩をもら

ています︒前立腺︑これは年でですね︒それから両眼の白内障の手

これは原爆とは関係ないと思います︒おなかを三度切って胆石を取っ

院したことはないのですけれども︑私は八回入院しているのです︒

手術を二回やっているのです︒こことここ︹両こめかみ︺がへこん

私が士官だったから︒その証明書を書いたことはあります︒それを
小池

でいますけれども︑穴をあけました︒慢性硬膜下血腫というのがあ

術をしています︒これもちょっと意外なのですけれども︑脳外科の

非常にやる気がなくなったり︑よく原爆の後にぶらぶら病というふ

るのですね︒頭蓋骨の下に硬膜があって︑軟膜があって︑くも膜が

残留放射能がありますと︑体がけだるくなったり︑あるいは
うにいわれたのですけれども︑そういう症状というのは先生は出な

あるのですか︒その硬膜の下に姦がたまって︑それが脳を圧迫して

書いて一〜二年して亡くなったということも風の便りで聞きました︒

いました︒

この人は︑私どもが東京へいってからその後でも︑文部

西伊西伊西伊
田藤田藤田藤
かったのでしょうか︒
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物がいいにくくなったり︑血圧が上がったり︑これで二度手術して
いるわけです︒しかし︑これは原爆とは関係ないですね︒

睡高桐書院編集者から取締役業務部長へ

です︒

私はそこで編集をやっていたのですけれども︑その頃の編集で理

科系の本を出そうといって京都大学といろいろ連絡をして︑そのと

きに京都大学の理学部で湯川︹秀樹︺先生の研究室へいきました︒

まだ湯川先生がノーベル賞をもらう前だったのですけれども︑湯川

りしておられたのです︒研究室の紀要というのがあるでしょう︒そ

先生が︑﹁もう私の年になるとだめですよ﹂とかといってしょんぼ
伊藤

れの出版を引き受けたのですが︑それがノーベル賞をもらったとた

そういう方もいらっしゃるのですね︒さて︑今のお話で︑京

都の高桐書院というのですか︒

伊藤

資本主は京都の西京極のほうに日本写真印刷株式会社という

この資本主は何なのですか︒

伊藤

そこの出版で最初に編集部をやっているときには︑私は従業

これはとにかく三年くらいはやったのですね︒

なものですね︒

んに人気が出た︵笑︶︒それから︑京都大学の教育学部に助手でお

西田

員組合長をやりました︒

西田

組合ですか︒

その名前は︑京都の有名な禅宗のお寺で大徳寺がありますね︒

大きな会社がありまして︑そこの社長が応援をして︑道楽人である

伊藤

その当時ですから組合をつくったのです︒鐸々たる共産党員

西田

いろんな技術評論家みたいな人とか⁝⁝︒後で私らの頃に社長になっ

西田

りましたのが永井道夫2九二三〜二〇〇〇年︒教育社会学者︺︒

たのは︑淀野隆三という名蔚で︑三好達治と同級に三高を出たフラ

と名乗る人がおりまして経営者と交渉しているうちに︑ちょうど昭

大徳寺の中にいろいろな塔頭がありまして︑あの中に高桐院という

ンス文学をやった人です︒こんな人が社長になって︑ずいぶん文化

和二十二年に呉においていたおふくろが亡くなりまして︑その葬式

彼がそこの助手で︑うちの編集部の顧問みたいにして︑京都の寺町

人ですけれども︑それがマラルメの研究とか売れないような本の企

で私が休んだのです︒あの当時は従業員組合がうるさいと︑組合の

のがあるのです︒そこの名前をとったらしいのです︒その出版社そ

画ばかりして︑それでだんだん経営が危なくなってきた︒私どもの

代表を経営者に取り込んでいくというのがはやった︒戻ってきたら︑

を連れて歩いてコーヒーをただで飲ませてやったのです︒だから彼

若手が入って︑全体で編集部員は一〇人くらいおりましたけれども︑

おまえが監査役になったというのです︒それが半年したら取締役に

は私には頭があがらない︒その後東京へ来て工業大学の教授になっ

若手の我々で︑﹁そんなことはだめだ︒小学生にワークブックをつ

なってしまって︑取締役業務部長です︒業務部長というのは営業部

のものは非常に道楽気の多い人の集まりでして︑高櫃書院という名

くって売り込もう︺というわけで︑﹃のびゆく子ども﹄というよう

長です︒会社の経営をやらなければならんというのですけれども︑

前がいうように︑いろいろな美術関係とか︑そういうあんまり売れ

な本を小学校へ売りに歩いたりしました︒それで少しは持ち直した

会計学なんて習ったことはないですね︒しかし︑自分で伝票を切っ

て︑文部大臣にまでなったでしょう︒世の中というのはいいかげん

のですけれども︑結局その道楽出版のおかげで返本を山のようにつ

ないような本︑高級な本を出すような出版社だったのです︒

くって︑高級な本でしたけれども︑蔵にいっぱい残ってつぶれたの
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男を背中へおんぶして︑二人で山のような返本に荒縄をかけたので

誰も手伝ってくれない︑従業員一人だけだった︒仕方がないから︑

会計学の本の中に経営分析というのがありました︒ああいうとこ

す︒それをトラックに積んで︑大阪駅の辺は焼け野原でしたが︑大

鹿ヶ谷にうちがあったのですが女房を呼んできて︑女房が二つの長

ろは理科系の人間が読むと実におもしろいですね︒会計学の本とい

阪駅前に闇市がありましたので︑そこでその返本を全部くず紙にし

て帳簿をつけるということをまずやらなければならんものですから︑

うのは︑理科の人間︑物理なんかは特に非常に分かる︒なぜならば︑

て売ったわけです︒それでつかんだ金で従業員の退職金なんかを払

会計学の本を買ってきて読みました︒

会計学というのはお金の交通整理でしょう︒これは物理でいう流体

蔵の中は何もありはしない︒ざまあみうってね︵笑︶︒

よく親父がいったように︑人間というのはいろんなことをやって

いました︒それを払い終わったときに税務署が差し押さえに来た︒

力学と同じなのですね︒流体力学で管が細くなったりいろんなスピー
ドで流れるようにそれの整理ですから︑数式で書けば簡単なことを

長々と文章で書いてあるだけで︑会計学というは実によく分かる︒

みないといかんものだと︒出版屋でまさかと思った経営者をやった

理屈では勝てないわけです︒理屈で勝ってもだめなんですね︒率直

経営分析をやっているうちに︑私が取締役会で︑﹁この会社は二年

にいって︑その税務署の小僧を飲ませて︑食わせて︑寝かさなけれ

でしょう︒その経営者をやると一番つき合いの悪いのが税務署です

京都の株屋からいろいろ借金をしたり︑社長の本当の個人的なつ

ばだめなんです︒それには金がかかっても︑そのほうが税金をとら

以内につぶれる﹂と分析の結果を報告したら社長が怒りまして︑

ながりの借金をしたり︑そういうものでなんとか食いつないできた

よね︒税務署の小僧っ子でたいして会計を分かりもしないのが一所

のですが︑最後に銀行で不渡りを出してつぶれたのです︒文士であっ

れるよりも安いのです︒悪いことを覚えますね︒京都の祇園の乙部

﹁おまえのような若造に何が分かるかしといった︒一年目につぶれ

たフランス文学者のその人は︑夜逃げしてしまって行方不明になっ

ぐらいに連れていって寝かせるわけですね︒だから︑差し押さえを

懸命帳簿の上で文句をいうわけです︒私らがびしゃっと説明すると

てしまったわけです︒私が取締役業務部長ですから︑京都の借金を

やったときにはもう何もなかった︒

たんです︒

している五つの銀行を集めて債権者会議をやって︑会社の清算をやっ

西田

伊藤

会社がつぶれて給料をくれないといったら︑従業員もついて

やはりどこまでいってもマネージャーなのですね︒

その倉庫は会社のものではないのですか︒

皆に同情されて後始末をしておしまいにしたのです︒

どこかいきなさい﹂と︒銀行も取れるものは何もないから︒それで

銀行の人が気の毒がって︑﹁西田さん︑もういいから早くあなたも

私はその三ヵ月ぐらい侮も給料が鐵ないですものね︒そうしたら

こないですよね︒そうしたら︑一人だけよく手伝ってくれたのだけ

観藤

たわけです︒

れども︒結局︑つぶれた後の会社の財産としたら何があるかといっ

りてくれていたのでしょうね︒そういうものの後始末がどうなった

会社の専務取締をしていた人が地元の人でして︑その人が借
在庫︒

かは知りません︒

西田

伊藤

三条堺町の蔵のような家でしだが︑その中にぎっしり返本が

たら︒

西田

会社がつぶれるときの最終的な清算というのはなかなか厄介

伊藤
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詰まっているわけです︒こいつを処分するしかないというのです︒
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回

完

伊藤

こういう激動の時代ですから︑いろんなことがドラマテイカ

タイガー計算機がそこで出てくるとは思わなかったですね︒

なことだと思いますけれども︒

西田

よくいうのですが︑その会社の破産と清算をやって会計のこ

西田
ルでしょう︒

は理科系だからできたわけです︒育英会にコンピューターを入れる

をやりかえるとともにデータ処理にコンピューターを入れる︒これ

ていない︒育英会の経理組織を全部やり直して︑しかも︑帳簿組織

きていない︒来月誰に催促して幾ら金を入れるかという計画も立て

んのです︒何万人という債務者がおるわけですが︑これの整理がで

西田

伊藤

そのときは給料をもらっていなかったわけでしょう︒

直前までそれをやっておられたわけですか︒

伊藤

もらっていなかったのです︒

から西田さんもいきなさい篇といわれた頃に︒

西田

どうやって食っていたのですか︒

墨書阪第晒師範教員．文部省学童課暴となる

とをやらされたことが︑文部省へいってから一番役に立ったのです︒

文部省の学生課長になって︑担当が日本育英会でしょう︒文部省の
中の予算で一番大きなのが国立大学校の施設の予算︑その次に大き
なのが田本育英会の予算です︒これの担当をして︑育英会の経理を

といったら向こうの理事が反対しまして︑﹁コンピューターでテー

伊藤

どうやって食っていたのですかね︒高桐書院がつぶれる前の

コントロールするわけです︒育英会の経理組織を見たら︑なつとら

プの中に入っているだけでは開けて見るわけにいかんじゃないか﹂

西田

そうですね︒それは大阪の第一師範学校の教窟に採用される

と︑今からいえば幼稚な話ですね︒コンピューター処理をして︑やっ

年に︑昔三高で生徒主事をしていた日高先生がぶらりと高桐書院に

あったのです︒﹁いやいや︑私はこの会社がつぶれそうだから︑私

最後にそうやって銀行の人が︑﹁もう高桐書院の整理はいい

と債権・債務の関係がはっきりして︑育英会の経営の合理化をやっ

来られまして︑﹁君︑どうだ文部省に来ないか﹂といわれたことが

やはりそのときの経理の勉強がずいぶん後で役に立つわけで

てという格好で︑ある程度軌道に乗せられたわけです︒

観藤

たのですが︑そこには一番義理悪いのです︒﹁最後に残っているお

西田

伊藤

最後に倒産すれば印税の支払いもできないですね︒

なければいかんわけでしょう︒それはやはりいい勉強でした︒

販売者に納めて売掛金をとって︑利益が幾らで︑著者に印税を払わ

西田

そのときに恩借によって借りた身内からの社長の借金があっ

阪第一師範学校︒昔の大阪第一師範が天王寺師範と池田師範とあっ

はい﹂といってすぐ受けてくれた︒正式には学芸大学ではなくて大

窟ですから︑鶴の一声ですよね︒学芸大学の学長さんは︑﹁はい︑

ているから︑そこの教員にいけ﹂と︒日高先生はそのときに文部次

こか就職をお願いします﹂といったら︑﹁大阪学芸大学に職が空い

年に危なくなったときに日高先生に手紙を出しまして︑﹁先生︑ど

そういうところでがんばる癖があるな﹂といって︒だから︑その翌

がおらんと危ないからがんばります﹂といったら︑﹁やっぱり君は

金は幾らもないからこれをとってください﹂と持っていったのが︑

たのです︒それが大阪学芸大学の天蓋寺分校と池田分校になったわ

すね︒

糞意実験部でもらったタイガ！計算機です︒﹁もうこれしかありま

けです︒池田分校の小学校がこの前人殺しのあったところです︹池

自分で伝票を切って︑複式帳簿をつけて︑原価計算をして︑

せん﹂といって︒
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度は教員資格検定を受けて学芸大学助教授になったのです︒それが

と今の大阪学芸大学とが新旧の制度が二重組織ですから︑そこで今

ところへいったわけです︒そこでやっているうちに︑第一師範学校

の平野分校です︒だから天王寺のほうよりももっと小さいへんぴな

そこの女子師範の平野の教諭になったわけです︒大阪第一師範学校

のほうにあります︒そこに天王寺師範の女子部があったわけです︒

西田

伊藤

私はその天王寺師範の︑しかも大阪の平野というところが南

同じ府県に二つ師範があれば必ずそうなりますね︒

絶対に譲らないと︑伸の悪いけんかばかりしていました︒

池田師範が二分していて︑淀川を境としてお互いの教員の就職口は

田小学校事件︑二〇〇一年六月八日発生︺︒大阪府を天王寺師範と

して実験できるような道墨ハを全部そろえました︒まず半田付けから

いって半濁こてだとかそういう道具類を全部買って︑自分で手を下

す︒それを金に換えて︑大阪の東京でいう秋葉原みたいなところへ

西田

俸藤

学校の物です︒そんなもの︑誰も文句をいう人はいないんで

それは学校の物ではないのですか︒

りますね︒あれを全部大阪の闇市に持っていって金に換えました︒

室の中には︑昔でいう島津製作所がつくった標本みたいなものがあ

うな装置をつくりました︒金がないわけでしょう︒昔からの物理教

にして︑私が物理の一年生のときにやった基礎実験が全部やれるよ

トを打って台をちゃんとつくって︑水道からちゃんと水が出るよう

りの物理教室の床を全部はがしまして︑そこに自分たちでコンクリー

伊藤

西田

伊藤

初めてです︒学芸大学へいってみて一番驚きましたのは︑昔

教員としてのお仕事はここで初めてでしょう︒

もちろん物理です︒

ここでは何を教えておられたのですか︒

理の一年生がやるだけの実験︑振り子の実験からいろんなものを全

験にならない﹂と︑その趣旨でいったわけです︒東大の理学部の物

がまずモノをつくって︑そこで手を下してやらさなければ理科の実

う︒おそらくどこの学校へいったって何も道具はありはせん︒先生

やれと︒というのは︑﹁あなた方は卒業したら小中学校の先生だろ

西田

部やれるようにしました︒そうしたら生徒たちは喜んで︑そこで一

一年先です︒これは一応教員資格審査を受けたわけです︒

の女子師範ですから半分くらい女の先生ですよね︒それも六〇くら

所懸命夜遅くまで残って実験をやりました︒

もう一つ物理の授業でぴんと来ましたのは︑これは教育学部の先

いの相当なおばあちゃんで︑とにかく意地の悪いお姑さんみたいな
人がたくさんおるわけです︒若手が何をするか︑というような格好

りました︒しかし︑まず専門のほうからいいますと︑物理の教師と

伸聞をつくって革新的なことをやろうとしてしょっちゅう摩擦があ

しいんですね︒これを革新しなければいかんと︑若手の教員だけで

校の伝統ということをおっしゃるのが︑私らから見ると実に古めか

西田

伊藤

生徒は喜んだかもしれません︒そのおばあちゃん方が師範学

いや︑若い男が来たから喜んだでしょう︵笑︶︒

私はそこでもやはり職員組合というのをやりまして︑学長と団体交

私らがいったときにそういうことでどんどんやめさせるというから︑

です︒そういう先生が研究業績がないからといって全部首になった︒

に受け継がれてきた︒その教育指導を練りに練ったものがあったの

そこには伝統的な教師としての指導方法というものが本当に伝統的

学校というものはきわめて古めかしいものだといわれまずけれども︑

の師範学校を学芸大学に切り替えたときに︑やはり明治時代の師範

生方はあれでしょうけれども︑私がいってみて︑教員養成大学︑昔

していってみたら︑実験室の中に︑物理の基礎実験としては物の測

渉をやって︑﹁苦情処理委員会砿というのをつくって︑︸人ひとり

で︒

定︑天秤〜つ据えて︑振動のこないような台がないわけです︒板張
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芸大学は実に荒廃していました︒

んな人は教育の﹁きょ﹂の字も知らないわけです︒こういう形で学

い先生が業績だけあるというので学芸大学へ来ているわけです︒こ

みたら︑ほかの一流大学か中流大学から︑そこでうだつが上がらな

先生を救いました︒それでも大部分の人がいなくなった︒私が来て

の先生のいい分を聞いて︑本当にだめかどうかをやって︑何人かの

い︒指導できる先生は学芸大学の教育学部にいないわけです︒これ

は教育実習というと付属の先生に預けているだけで何も指導できな

くれといってやったのですが︑見ていますと結局︑学芸大学の先生

実習にいったときに私もいって現場指導ができるかどうかやらせて

わけですが︑付属学校の教員に私を併任してくれたのです︒学生が

とがない︒だから︑分校主事に頼んで︑教育実習の付属学校がある

実験をやるから﹂といって︑教壇の上でゴムのボールをポトンと落

理の法則で説明できるものは何かということを書きなさい︒今から

そのまま事実を書きなさい︒その事実の中で君たちが知っている物

﹁先生がこれからある実験をやる︒君たちの目で見て︑見たことを

の頃でしたが︑今から試験をするからといって白い紙を配りまして︑

礎をみんな自分の目で物を見なけばならんというので︑私は終わり

うのです︒これではだめですね︒現場にいったときに理科教育の基

を覚えることだ︑それで正解を出すことだという訓練になってしま

ているわけです︒物理の授業というのは物理の本に書いてあること

れを認識するのは心理学なんです︒物理学と生理学と心理学との三

物理です︒耳のメカニズムで音を感知するのは生理学なんです︒そ

教育というのは︑聞こえる物理的な現実というのは音響学でしょう︒

ツがああいう物理学の分野を開拓して以来全然進歩していない︒聾

ところが︑盲教育というのをやるためには︑昔ドイツのヘルムホル

ろくなりまして︑よし︑聾教育の専門家になろうと思ったのです︒

けです︒その聾教育のことをやっているうちに私はだんだんおもし

スがあったのです︒その物理の授業をやると︑音響だけを教えるわ

のある学芸大学の中のコースとしては︑耳の聞こえない聾教育のコー

そのうちに私が一番痛感しましたのは︑物理ですから物理に関係

ではだめだと︒

として︑ポンポンと跳ねて︑コロコロといってとまるわけです︒

つをやらなければ本当の聾教育の専門家にはなれないから︑京都大

物理の授業をやりますと︑学生たちが皆きょとんとした顔で聞い

﹁終わり﹂といったんです︒きょとんとするわけです︒いま見たと

学の医学部へ内地留学させてといったんです︒若い時分だからいっ

私がそのときに本当に聾教育をやろうと思ったのは︑神戸の盲聾

おりのこと︑聞いたことをちゃんと書けと︒自然現象の観察という

初めは速度がなしに落ちて︑跳ね返って何回かジャンプして︑音を

学校へ見学にいきまして︑そのときに現場の先生の話を聞いて感激

たのですが︑分校主事が少し考えておくといううちに︑今度は話が

出して︑コロコロといってとまったと︑それだけのことを書けばい

しまして︒生まれて一言も口がきけない子どもに発音させて︑自分

のは自然科学の第一歩でしょう︒私らはそうだと思い込んできたの

いのですね︒ところが︑それが反発したということも書かないし︑

が聞こえないので言葉を出すための訓練をして︑﹁おかあさん﹂と

途切れて︑おもしろいことになったのです︒

音が出たということも分からない︒侮を書いたかといったら︑先生

いう言葉をいわせるのに三年かかるというのです︒私は感激しまし

に︑何を書いていいのか分からない︒書いてあるのを見ていたら︑

はガリレオの落体の実験をしたと︑本の中の言葉を思い呂すわけで

て︑こういうことが本当の教育だなと思いました︒だから聾教育の

教師になろうと思ったのですが︑それは志と違ってパアになりまし

す︒そういう発想なんです︒これでは理科はだめだ︒

それで私は︑自分自身がまず理科の教授方法を一度も勉強したこ
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京都に自宅をおいて電車で通っていたのです︒片道二時間半︒これ

からと︒私はそのときにまだ平野のほうに家がないものですから︑

先生もおる︒異性との交流ができなければ一人前の教育にならない

私は︑そんなことをいっても卒業して学校の現場へいったら男性の

女席を同じうせず﹂というようなことばかりいっているわけです︒

なっている︒しかし︑先生は半分くらい女の先生がおられて︑﹁男

いなかったところへ男子の生徒も入ってきているわけです︒共学に

学芸大学でもう一つの思い出は︑女子師範だから女子ばかりしか

聞いたら︑学校の若手の男性の先生︑奥さんのある人に思いを寄せ

睡眠剤を飲んだのですね︒あれは泡をふくのです︒それを友達から

泡をふいています﹂というので飛んでいったら︑前後の見境なしに

の中で女の子が自殺未遂をやりました︒﹁先生︑何某さんが部屋で

と︑そういう極端なことをいったのですね︒そうしたらその晩に寮

らどうのこうのということになったら恋愛なんかやらんほうがいい﹂

いいというところまでいくのが恋愛なのだ︒それが道徳に反するか

人間が恋愛という本当のところへいくと︑二人とも地獄へ落ちても

のは小説にならない︒なぜあれが文学で取り上げられるかといえば︑

倫の恋だ︒好きな人を好きになってめでたく結婚したら︑そんなも

では商売にならんからというので︑物理教室の暗室の中に布団を持っ

ていて︑それを地獄に落ちてもいいなんて私がいったものだから︑

たけれども︒それが一つ︒

てきまして︑そこで寝泊りしていました︒そうしたら︑﹁西田君は

その自分が先生からあんまり相手にされないものだから彼女は悲観

早速寮の小使いさんを呼んできて︑荷車を持って︑平野の辺から

ていてもいま死にかかっている⁝⁝︒

学校で泊まっているのだったら︑女子寮の寮監を兼ねてやってくれ
今度は寮監になったのですか︒

して飲んだんだと友達はいうわけです︒こちらは︑そんなことをいっ

観藤

寮監になったのです︒一週間に一遍お米を取りに京都へ帰れ

たらちょうどいいやしという︒

西田

出すのは︑まだ三〇代ですからね︑まだ青春の香りがするくらいで

西田

伊藤

その無音のときの痛烈な思い出があります︒私が今でも思い

またマネージャーだな︵笑︶︒

布団を乗せて︑小使いに後ろを押させて私が引っ張っていったので

んです︒ここではこんなの扱えないという︒それから奈良街道を︑

らんけれども︑女子師範だからといって校医さんが産婦人科の人な

校の校医がおるので校医のところへ担ぎ込んだ︒どういうわけか知

奈良街道を医者のところへ連れていった︒それに積んで︑近くに学

すから︑男性のそういう先生が女子の教育というものに対してどこ

す︒睡眠剤で自殺未遂をすると大きないびきをかきますね︒若い娘

ばいいだけですから︑便利は便利です︒

まで深く立ち入るかというのは非常に限界があるということを感じ

さんが正体なしにいびきをかいているのを見て︑私は厳粛な気がし

ました︒彼女は少なくともまじめな人だ︒病院で習の洗浄をして無

ました︒

一つは︑濃墨になった最初の晩に寮生を全部集めて︑そこはもち

問題の話になりましてハこっちはまだ三〇代でいい気なものですか

に自由な座談会をやりました︒やっているうちにいつの間にか恋愛

の子が恋に落ちるというのが何が罪悪なんだ︒そんなことはあたり

とで自殺未遂なんていうのは退学処分だ﹂というので︑﹁年頃の女

そうしたら今度は教官会議で︑﹁先生との恋愛問題とかというこ

事に命をとりとめたわけです︒

ら︑女の子ももっともらしいことをいうものだから少し発破をかけ

まえのことじゃないか︒それに思わせぶりなことをした先生が悪い

ろん女の子ばかり一〇〇人くらいいたのでしょうか︑飯を食った後

てやろうかと思って︑﹁およそ文学作品で恋愛問題というと全部不
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上困るというのだったら︑私が指導教官になって卒業まで責任をも

ので︑先生は処分すべきだけど︑この子に何も罪はない︒もし指導

です︒これはやはり異性の一種の本能的なあれで︑怖いなと思いま

命いうわけです︒だんだんこっちの心の中へ入り込もうとするわけ

は自分の問題がそんなことでは解決しないということをまた一所懸

めて入ってきた男性の学生がいました︒それには女房がいたのです︒

手だなと思った︒その後︑男女共学になって海軍兵学校を申途でや

さつしないでプーンと離れていった︒それはまあしょうがない︑勝

生からあんなにひどいことをいわれた︒それからは︑会ってもあい

私がよくできるものだから膳をかけてくれていると思った︒その先

にや笑いながら聞いていた︒それから後は私の想像ですが︑彼女は

人間のくずだ﹂といって厳しく叱ったわけです︒その女の子はにや

だ︒震はどれだけ勉強がよくできても︑仲間の秩序が守れないのは

いうことをいわれて寮の伸子から非難を受けるようなことではだめ

いって文旬をいってきたのです︒私は女の子を呼んで︑﹁君はこう

寮の委員が︑﹁何某さんは非常に勝手気ままをして秩序を破るしと

たのですが︑少し自分がよくできるものだから気ままなことをして︑

攻の学生で非常によくできる子がいました︒その人に目をかけてい

どうも寮には嫌な失敗があって︑もう一つは︑寮で私の物理の専

て︑弟も働くようになりました︒それぞれ生活がたつようになって︑

西田

伊藤

い︒俺が来いというのだから来い﹂といって︑強引な先生に負けま

ね︒﹁学生のことというのはこれから難しくて君じゃないとやれな

らなくたってやる人は幾らでもおる﹂と︒︵笑︶︑強引な先生ですよ

りきっているのだから﹂といったら︑﹁物理なんていうのは君がや

はせっかく物理をやりだして︑これから再教育をやろうと思っては

省へ来て学生の問題をやれ﹂といって︑三度勧誘が来ました︒﹁私

校のときを見ていると学生のことが分かるはずだから︑今度は文部

も︑文部省はこれから学生問題が難しくなるから︑君の昔の高等学

りましたときにB高先生が︑﹁学芸大学でやっているようだけれど

伊藤

その頃までにはご家族の方がたはそれぞれ独立されて︒

して文部省にいくことになりました︒

西田

火薬の始末をしたりしているうちに兄もどこかに職を見つけ

怖いですね︒学芸大学は二年ほどでしたけれども︑そこにお

いや︑相談にのるというのは本当に怖いですね︒

した︒

つ﹂といって︑私が指導教官になりまして無事に卒業して︑大阪の

その男と二人で駆け落ちしちゃったのです︒駆け落ちしてどこかで

あとはおふくろと妹と私の家族を養うだけですむようになったわけ

枚方の辺で小学校の校長までいきました︒

心中でもするのかと心配したのですけれども︑けろっとしてまた帰っ

です︒

伊藤

てきたのですが︑二人とも学校をやめました︒そのことは私が説教
したことと関係があるのではないかという気がしまして︑やはり女

いけたのですか︒

とにかくこの学芸大学の先生としての給料でなんとかやって

子学生の指導というのは難しいものだなと思いました︒

込みでやっていたのですが︑学芸大学の時分はまだ三〇代の初めの

ええ︑それはやっていけました︒京都から通って︑寮へ泊り

したが︑指導教官として何でも相談に来いといいました︒女の子は

頃ですから︑女の子の教育というのを分からないなりにやって︑一

西田

自分がこういう悩みを持っていると来るわけです︒いろんな話をす

番張り切っていました︒

つまり︑まだカウンセリングなんていう書葉ははやらない時代で

るから︑こちらは理屈を説いて︑こうでこうだからこうしたらいい

伊藤

ここでも組合の︒

かといったら︑それで問題が解決しそうになると︑女の子というの
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かかったという話でしたね︒そのときもやはり学生関係のお仕事と

がありましたけれども︑きょうの話に︑一度高桐書院時代にも声が

村上

伊藤

西田

伊藤

伊藤

繭田

どこへいってもマネージャーになる宿命ですね︒

いやいや︑何とはなしに世話役に担がれたのです︒

べつに赤かったわけではないでしょう︒

したよ︒

西田

先ほど学芸大時代に三回日高さんから勧誘があったという話

組合の支部がありまして︑臼教組の大阪支部の会議へいきま

組合をつくったということですね︒

ええ︑そこで従業員組合長をやって︒

という形で六名の学生指導の専門家を日本に送ってきたわけです︒

やったから︑新しい近代的な学生指導の理念を日本に教えてやろう

導の問題が戦前から文部省はいわゆる思想統制みたいなことをして

団が来て文部省へ勧告を出した︒そのまた一環として︑特に学生指

対するいろいろな改革の指導をしょうということでアメリカの調査

ら︑そのときにちようどアメリカの占領政策として︑日本の教育に

西田

伊藤

儲藤

どこですか︑視学官？

室を訂正︑第3回参照︺へ籍を置いて︒

西田

そこに一応任命されて︒そこへいって何をするのかと思った

ええ︑前の年に文部省へいって︑文部省の視学宮室︹科学官

この前の年なのですか︒

その連中が日本で東京・京都・九州で約一年間かかって講習会を開

いうことで勧誘があったのでしょうか︒

西田

きまして︑その講習会がちょうど開かれるときで︑私は視学官室か

いや︑その中身までは伺いませんでした︒とにかく文部省へ

来いよというのがあって︑私は今のこの出版屋ではりきっています

らそこの講習会へ派遣されて勉強にいったわけです︒その講習会と

やはりよほど三高時代の印象が強かったのですね︒それ以外

からといってお断りしただけです︒

伊藤

では記念祭というのが毎年ありますが︑その記念祭の委員長をやっ

れて対校戦の試合をして帰ってきた︑それからその翌年︑高等学校

会合をやって＝局との交渉をまとめること︑二〇〇人の応援団をつ

西田

れたかどうか知りませんが︑いきなり講習会へいけといわれました︒

西田

伊藤

これは英語でやったわけですか︒

たまたまそこへ来ていたので︑日高先生はそれを考えておら

それはなるための条件なのですか︒

であった講習会をすんだところで学生課長に任命されたわけです︒

方による学生指導の新しい考え方を勉強した︒その第一回目の京都

いうのは︑各大学の学生指導の関係者を集めて︑そのグループを三
ヵ月間訓練するのです︒そこで訓練を受けて︑まずアメリカの考え

て大会をやったと︒そんなようなことでマネージャーをやっておっ

伊藤

これは一人の講師に一人ずつちゃんと通訳がついて︑レクチャー

に日高さんとの関係はないわけでしょう︒

たことを見ておられたのでしょう︒だから︑学生の中へ入っていろ

西田

ありません︒授業を習ったことはありませんしね︒総代会の

いろまぜかえすことはできそうだと︒

をやって︑通訳でやって︒そのときに一番感銘を受けましたのは︑

履歴書を見ますと︑一九五二年三月に文部省大学学術局学生

伊藤

我々はそのときに初めてアメリカのグループディスカッションとい
うシステムをやりました︒

課長になられていますが︑三月というのは何か意味があるのですか︒

西田

こへ先生が一人ついて︑チェアマンを決めて︑先生の授業に対する

一〇名ぐらいのグループをつくって︑そ

でしょう︒文部省へいったのは︑そこには細かく書いていませんが

理解の仕方をディスカッションさせる︒そのディスカッションシス

三月の年度の変わり目からです︒学生課長になつだのはそう
昭和二十六年です︒
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クを受けました︒

テムというのを初めて経験しまして︑そのときに私どもは非常にショッ

そんな文部省のいいなりになってはいかんといってだめになった︒

これを受け入れようといわれたのだけど︑評議会にかけたらやはり︑

グループ・ダイナミックスの専門家︑ユニバ⁝シティ・アドミニス

要科目があって︑残りの先生がそれぞれ︑カウンセリングの専門家︑

れは非常に変な目で見られるからだめですと︑カウンセリングとグ

ションというのは︑これはやる人もいないし︑やれそうもない︒こ

の講座だけはもらいましょう︒ユニバーシティ︒アドミニストレー

唯一九州大学だけが︑カウンセリングとグループ・ダイナミックス

トレーションの専門家︑ボケーショナル・ガイダンスとか︑いろん

ループ・ダイナミックスの講座だけを九大に置けたのです︒それを

それから︑アメリカの学生指導の基本的な理念として幾つかの重

な分野ごとの専門家が六人おったわけです︒それぞれ非常にいい話

土台として︑大学の学生部の職員の現職教育みたいなことを数年間
やりました︒

で︑最後に本になっていました︒

私どもは最初は︑﹁アメリカ人にB本の学生のことが分かるもん

勘と経験でやっているのではなく︑なんとかこれをB本でも学問と

な影響でしたが︑私が学生課長を一〇年間やっている聞に︑蛍・なる

会を開いたりしました︒それは日本の学生指導に対する非常に大き

た人たちのアソシエーションをつくりまして︑自分たちで勉強する

うことで︑彼らが帰った一年後に日本の学生指導で各大学で勉強し

思想統制とかそういうことでなくて︑考え直さなければならんとい

ちにだんだん︑学問的にこういうものを見直さなければならんと︒

の自治会とかああいうものも社会心理学の立場から集団としての一

のです︒そのときに︑グループ・ダイナミックスという形で︑学生

と相談相手くらいでカウンセラ⁝とかいっているからだめだと思う

を受けなければカウンセラーになれないのですね︒日本ではちょっ

リカ人はあれでドクターコースのプロフェッショナルトレーニング

はそれから数年後にアメリカへ三ヵ月間留学させてもらって︑アメ

ですが︑その後︑今はもう猫も杓子もカウンセリングですよね︒私

は一度もカウンセリングなんていう言葉は聞いたことがなかったの

しかし︑残念ながら︑私たちがあのときにアメリカ人に習うまで

して定着させたい︒そのために私が学生課長の四〜五年目のときに

種の病理的現象が生じる︒それをいかに指導していくか︒これなん

か﹂といってやっていたのですけれども︑彼らの話を聞いているう

局長と相談して︑重立った大学に学生指導の基本的な学問として︑

文部省に入ってからの話はまた別ですが︑そういうのを定着させ

かは非常におもしろいと思いました︒

シティ・アドミニストレーションの三つの講座を文部省がセットで

ようとしても︑あの当時の大学としては向こうから拒絶された︒大

カウンセリングの講座と︑グループ・ダイナミックスと︑ユニバー
講座をつくってあげるからあなたのところへ置きませんかという形

それはそうですね︒それはもう痛感しています︵笑︶︒

体文部省が講座一つとるのは大変なんですがね︒
伊藤

で︑東京大学と京都大学と九州大学に私は説得に歩きました︒

そうしたら︑あの予算の厳しいときに文部省があっちから講座を

西田

りになるちょっと前のところまで伺いましたので︒

さて︑どうもありがとうございました︒ちょうど学生課長におな

うっかりしたら学生取締りの手先として利用されるのではないかと

しゅうございますね︒

つくってくれるなんていうのは気味が悪いというのです︒このまま
三つの大学とも非常に躊躇されました︒京都大学にいったときには︑

文部省へ入るまでのことは大体これで一応一段落つけてよろ
あそこの教育学部長がまだ高坂正顕さんでした︒高坂先生は熱心に
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今度はいよいよ文部省の本番ですのでよろしくお願いいたします︒

伊藤

ならなかったと思うのです︒ちょっと想像ができなかった︒

伊藤仮にそう書いたとしても︑そこで会計学が云々という話には

すが︒

はい︑後でまた補充していただくということにいたします︒

しかし︑今までのお話を伺って︑非常におもしろかったです︒

西田

たまたま私ども理科の人間がやって︑流体力学と会計学は同

西田

じだというのは経験した者しか分かりませんね︒

そうですが︒文部省に入ったらこんな血沸き肉踊る話はない

ですね︒

伊藤

これも考えなくてはいけませんね︒

て︑大学の研究室に戻って︑だめになって今度は学芸大学の先生を
やって︑それから文部省の役人をやって︑世の中の職業として違う
分野をずいぶん見せてもらったのです︒

これを見ただけだと︑例えば高桐書院の編集部とあるでしょ
んでした︒

それには取締役業務部長になったことまで書かなかったので

そうですね︒ありがとうござました︒また来月よろしくお願

伊藤

いいたします︒

いやあ︑きっとおやりになったのだと思います︒お話を伺っ

ていて︑これは天城︹勲︺先生が西田先生をぜひとおっしゃった理
むしろ文部省に入るまでのほうが波乱があるでしょう︒しか

由がよく分かりました︒

西田

し︑それが結果としてちっともむだではなくて︑役所へ入って︑普
通の公務員として文部省だけでやってきた人の知らない世界をたく
伊藤

人間のキャリアというものを考える場合に︑本当のエリ⁝ト

さん知っていますから︒

西田

を養成する場合に︑純粋なキャリアというものの設計をしたのでは
だめなのでしょうね︒むしろ波乱万丈のほうがいいのではないでしょ

波乱万丈というのはっくってできるかどうかという問題があ

うか︑そう思います︒

伊藤
りますが⁝⁝︒

私が自分史をつくりだした一つの理屈は︑学校を出て兵隊を

伊藤

西田

う︒これでさっきお話しになったようなイメージは全然浮かびませ

やって︑それから火薬会社で火薬の処分をやって︑民間会社をやっ

2002年8月12日

西田
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囲囲亀久夫

第3回

日時：2002年9月f7日
14：00・v16：20
於：政策研究院政策研究プ隣ジxクトセンター

〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

小池聖uranne（広島大学助教授）

所澤

潤（群馬大学助教授）

村上浩昭（東京都立×学助手）

團文部省学生課長として

に申しあげたように︑私はそのときに教職員組合の委員長をやって

いました︒師範を長年やられた先生方の業績といったら︑ぺ！パー

に書いたような論文はあんまりないにしても︑長年の実績があり︑

実力を評価しなければいけない︒そのために︑首切りをする前に先

生方の言い分を十分聞いて︑本当に資格ありかなしかということを

きょうからいよいよ学生課長時代ということなのですが︑そ

伊藤

審査する苦情処理委員会をつくってくれというのを大学にいって︑

やりました︒そして︑そこで一人ひとり呼び出していろんな言い分

の前に︑こちらに質問がございますし︑所澤君からも質問がありま

を聞いたり︑話をしたりして︑署名かの先生は助かった人もおりま

学長のところで数名の先生が集まって︑私どもがメンバーに入って

所澤

す︒しかし︑だめだった人もおります︒

すので︑翼果君のほうをちょっと先に︒

れども︑そのなかで教宮の審査の話に少し触れられていたと思うの

だめだった人はどうなるのですか︒

前圏︑大阪学芸大学ができる当時のお話が出てきたのですけ

です︒師範学校から大学に変わるときに︑教官の資格審査を行なっ

伊藤

廃止になれば自動的にそのポストがなくなるという格好です︒だか

て︑師範学校の場合はそれが非常に大変だったという話をあちらこ

ら︑学芸大学へ切り替わる資格の有無を審査したという格好です︒

それはもう︑やはり失職でしょうね︒かなり年配の人ですか

西田

先生は天王寺師範では教授だったのですか︒

西田

学芸大学︑二重性格ができたわけです︒師範と大学が共存しておっ

所念

旧制の師範学校ですから教諭です︒

ちらで聞いたことがあります︒なかには同窓会の雑誌に書いた雑文

たのですが︑身分としては私も最初に師範学校の教諭で採用された

西田

旧制の師範学校も昭和十八年忌ら専門学校になっていますね︒

らQ

わけです︒天王寺師範学校の平野分校ということで︒その当時は︑

所澤

まで業績扱いにして体裁を取り繕ったとか︑そんなような話も聞い

学生を全部送り出してしまえば師範学校を全部廃止して︑そして師

そのときにまた︑教諭のまま残っていた人と︑専門学校で教授とい

要するに︑学校が廃止されれば⁝⁝︒

範学校のなかで有資格の人を学芸大学で採用しようかという身分の

うポストに就いた方と二通りになっていたということなのですが︒

傍藤

切り替えの時期だったわけです︒私が師範学校にいったときには別

西田

たことがあるのですけれども︑大阪学芸大の場合は先生がいらした

に師範の先生になるための資格はありませんでした︒いきなりなっ

その当時は確かに専門学校ではありましたね︒教授とはいっていな

学芸大学のほうへ身分が切り替わらんかぎりは︑師範学校が

てしまった︒私が審査を受けたのは学芸大学の助教授になるための

かったはずですよ︒

西紐

審査︒どういう書類を出したのかどうか知りませんが︑これは書面

所労

頃はどんな雰囲気だったのでしょうか︒

だけで大学のほうが手続きをしてくれて￥その翌年くらいに大学助

についてはあまりタッチされていないのですか︒

師範学校というのがまだ旧制で残っておって︑そこへ今度は

教授というのをもらったわけです︒師範学校のほうはむしろ︑長年

西田

旧制師範の人たちの身分を守るための苦情処理委員会をやつ

先生は直接資格審査がどういうふうに行なわれたかという側

どっちでしたかな︑師範学校の教諭だったんじゃないかな︒

やってきた先生方の首を切るという話が進行中だったわけです︒前
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たというだけです︒

教授に切り替わるということだったのですか︒

所澤
伊藤

西田

伊藤

私は︑最初は師範学校のほうの予科の学生の主任みたいなこ

最後の卒業生が出るまでということですか︒

あるわけです︒

平行している時期がかなりあるわけですか︒

に消えてしまうまでは︑そのへんの区別ははっきりしていません︒

西照
西周

先生の場合は東京帝大卒業ということでたぶん問題なしに助

傭りません︒そこへかけたのでしょうね︒それで学芸大学助教授相

とをやらされました︒師範学校のなかには予科というのがありまし

文部省の本部のほうで資格審査の機関があったのかどうかは

当と認められたという格好です︒

う一つその下の平野分校というところで︑分校主事というのが学長

いうのがありました︒大学のほうは︑大阪学芸大学天王寺分校︑も

範学校の授業もやっていまして︑師範学校の先生だけの教官会議と

西田

れども︒大阪府教育委員会︒

所澤

ければわからないでしょう︒

いうふうに切り替わったのかというのはちゃんと年表か何かを見な

伊藤

教育委員会というのは大学には関係ないでしょう︒

しかし︑そこには大学のほうの女子の学生もいたのです︒

たね︒そのうちに学芸大学のほうの物理の専任教員で物理のほうを

のような役割をしていました︒主事のもとで︑教授会というような

西田

でも︑それ以前は教育委員会がなくて︑県の教員の配置にあ

その頃のことなのですが︑大学に切り替わると教授会がおか

ことをいっていましたかな︒あの当時の雰囲気としては︑教授であ

所澤

所報

ろうが︑助教授であろうが︑助手であろうが︑みんな寄せ集めで会

る程度⁝⁝︒

もっぱらやるということになりましたけれども︒しかし︑この前申

議をやるという格好で︑旧制以来の﹁教官会議﹂というような名前

大学は関係ないんじゃないか︒

れるという形になったと思うのです︒その当時の専門学校の教授会

でいっていたのではないでしょうか︒教授会というのは︑天王寺の

伊藤

いえ︑師範学校の時代︒

しあげたように︑京都から通うのが無理だから泊り込んでいたら寮

ほうの本校ではよそから移ってきた大学出の先生方が集まった教授

所澤

県知事の支配を受けていたのですか︒

と大学の教授会というのは権限がかなり違うと思うので︑運営の仕

会があったようですけれども︑私のおった平野では﹁教官会議﹂で

西田

いや︑支配は受けていないのですけれども︑県の教員の配置

監をやらされました︒寮にいってみましたら︑師範学校以来の女子

みんな運営していたようです︒旧制の師範のほうか学芸大学のもの

所澤

方なんかがずいぶん違ったと思うのですが︑先生はどちらも参加さ

かというのは︑事柄によって︑つまり︑学生の成績評価とか身分と

に対してかなり影響力があったと聞いているのですが⁝⁝︒大学に

師範の女の子の寮でしたから︑大部分の学生は師範の学生でした︒

かそういう問題を議論するときには︑それが師範であれば師範の教

切り替わった頃に教育委員会ができて︑県の教員の配遣がほとんど

れていたのでしょうか︒

官会議︑大学なら大学と⁝⁝︒両方のカリキュラムが平行して進ん

教育委員会の権限で動くようになっていたと︒

結局︑二枚看板ですから︑学芸大学の助教授になった頃も師

でいますし︑学生も入りまじっていますから︒私は師範も教えてい

西田

教育委員会というのは結局︑小・中学校の学校を持っていま

たぶんその頃は教育委員会が結成される頃だと思うのですけ

いろいろ取り混ぜて混乱している時期ですから︑どこでどう

るし︑学芸大学も教えた︑そういう格好ですから︑師範学校が完全
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三者並立でいつもガチャガチャやっていましたね︒だから︑大学を

添え蔑みたいなものですからその仲介囲みたいなことをしていた︒

ても池田分校と天王寺分校とはしょっちゅう喧嘩していて︑平野は

生をこっちに採らなかったということは聞いております︒大学になっ

を境にしてお互いの縄張りをかっちりとして︑決してこっちの卒業

阪学芸大学になっても︑昔の天王寺師範と池田師範というのは淀川

う状況はまったく知りません︒ただ聞いているところでは︑岡じ大

たり指導したりしたことはあるのかもしれませんけれども︑そうい

す︒そこへ来る教員の人事の問題を教育委員会がいろいろ指図をし

らっしゃいました︒後の科学官室というのは間違いありません︑本

原子力の問題の専門家とか︑政治学の専門家とか︑そういう方がい

科学窟というのは大学局へくっついて︑学問分野でのアドバイザー︒

は視学官室におられたようです︒学習指導要領をつくるとか何とか︒

初等・中等教育局のほうのそちらの教育カリキュラム関係の専門家

しているともいえないな︒要するに教員養成のことの専門家とか︑

いるとおり︑教育と学術とありましたから︒視学官室は大学局に属

ころです︒科学官というのは学術関係ですね︒大学学術局といって

というのは文部省の教育行政関係の個別的専門職員を集めていると

当です︒前者のほうの昭和二十六年のこれは︑明らかに文部省に入っ

そのときは︑視学官室に属してはいたわけでしょう︒

一本化しようというときには︑どちらに集まってもなかなかうまく

俸藤

身分上は視学官室におって︑視学官という名前で月給をもらっ

た瞬間は視学官室です︒このあいだ間違ったのは︑視学官室へいっ

それでは質問事項のほうにいきましょう︒

西田

いかんものですから︑結局どちらでもないところに宿替えしようか

観藤

この質問事項をいただいたなかで︑冒頭にありました﹁確認

たのが昭和二十六年の六月頃にいって︑二ヵ月おっただけですぐ外

西田

ていたのでしょうね︒

という話がありました︒愛知県でも愛知教育大学というのはその喧

と追加﹂︵①就職の相談をした一九四九年︑日高氏は次官ではなく

伊藤

国人の講習会へやられちゃったのです︒視学官室におったのは正味

学校局長ではないか︒②文部省に科学官として入省したとのことで

ラインではないのですね︒

嘩のために昔の三河と尾張の県境へ結局つくったのですね︒大阪で

したが︑視学官︹新制大学設置学生補導担当︺ではないですか︶の

西田

二ヵ月くらいですから︑四︑五︑六︹月︺と京都で勉強して︒

ところですが︑日高︹第四郎︺さんのほうは︑おそらく︑年報に学

うものはありません︒みんな局長の下には属していますが︑専門職

は淀川の上につくるわけにはいかんから⁝⁝︵笑︶︒

校局長となっていればそうかもしれません︒私ははっきり覚えてい

員というような格好です︒だから︑視学窟などは戦前は学校へ出向

いで︑議事録は視学官室に訂正しておきました︒一九五二年二月の

それから︑科学官として文部省に入ったというのは私の話し間違

はそういう元気のあるのはちっともありませんで︑しょんぼりして

たようです︒そう聞いています︒私らがいった頃はもう︑視学官室

いていって現場の教育のやり方に目を光らせたりしていたことはあっ

ラインではありません︒そういう職制上の監督関係とかとい

いずれにしても視学窟も科学官もスタッフではあるのですね︑

ません︒

もの︹﹃文部省職員録﹄抜粋のリスト︺には視学窟となっているが︑

いました︒私は︑そこへいったときにちようどアメリカの教育改革

の使節が来たときですから︑そのほうの勉強をしろといわれて︑一︑

その後で履歴書に七四年科学官というのは︑これは本当なのです︒
一たん文部省を勧奨退職で辞めまして予備役召集でもう一遍戻った

二ヵ月おったら︑京都のその講習会へいけといわれたのです︒それ
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盛り上がってきだして︑厚生ということだけ︑学生の生活の保護と

題が出てくるだろう︒しかも︑覚えていますが︑そのときに次官の

で︑講習会へいっている最中に学生課長を命ぜられたわけです︒帰っ

確認したいのですが︑視学官におなりになったのは︒

日高先生が︑﹁厚生というものは大事だから︑

いうだけでは話にならない︒もっと真正面から学生の指導という問

村上

大阪学芸を辞めて文部省へいったのは︑確か昭和二十六年六

てきたらもう視学窟室を抜けてしまって︑いきなり学生課長︒

西田

してウェルフェアを十分やってやれば学生がよくなるという考え方

西霞

村上

伊藤

履歴はいきなり学生課長になってしまっていますが︑六月頃

ええ︑そうです︒

課長からしか書いてないのですね︒

ことをし︑最高の条件を与えてもつまらんことをするのが人間なの

を飼うのと同じだというのですね︒﹁最低の条件のなかでも最高の

るのならば︑それは教育ではなくて飼育だ﹂というのです︒牛や豚

は間違いだ︒もし人間に生活の問題の世話をしてその人聞がよくな

一所懸命環境をよく

月ではないですか︒履歴書にはそれは書いていませんでしたね︒

に学芸大学を辞めて視学官になって︑そして翌年の三月に学生課長

だ︒人問はそういう自由をもっているものなのだから︑そこに教育

の余地があるのだ﹂と︑これを日高さんから懇懇といわれました︒

ですか︒

三月なのですが︑正確には学生生活課長におなりになった︒

では︑生活の部分も含めてということですか︒

村上

観藤

そうです︒だから学生課の担当は︑確かあのときの文部省の

厚生だけ一所懸命やるのでは邪道だ︒学生の精神的な問題の指導を

学生生活課というのは︑実は戦争中は学徒勤労課といっていたわ

西田

そうです︑学生生活課長︒学生生活課長になったのは︑講習

けです︒勤労動員で学生をいろいろ動員していました︒その人たち

職務規定には︑学生の厚生補導に関する事務を司ると書いてありま

西田

の身の回りの世話とか︑食べ物の配給とか︑健康問題とか︑学生の

した︒厚生と補導︒

併せてやるのが本来だという形で︑後には厚生補導という言葉が使

ウェルフェアのことをやっていた学徒勤労課が︑学生の戦争中の戦

伊藤

会にいっている途中に日高先生から︑もうそのときはたぶん次窟だっ

争に対する動員と協力のための仕事をやっておった︒終戦とともに︑

り先生と同じように各大学あたりから連れてこられた方がたくさん

われましたけれども︑そのときにそれにふさわしいものとして︑学

もう勤労動員をやるわけにはいきませんから︑それを学生生活課に

いらっしゃったわけですか︒二枚目︵﹃文部省職員録﹄︶をちょっと

たと思うのですが︑今度は学生生活課長にというのが来て︑今度は

変えたのです︒なぜならば︑後でいろいろ資料で説明しますが︑終

見てください︒ここに名前が書いてありますが︒

生補導課ではなくて学生課にしょうということにしたわけです︒

戦直後から物凄いインフレで学生生活が困窮したわけです︒今度は

西田

文部省へ帰って来いと︒

学生の生活を助けるということにもっぱら中心をおいて生活課にし

カリキュラム関係ですね︒この麓︵保孝︶先生というのは私が三高

ああ︑かすかに覚えています︒工学関係︑経済関係のこれは

少し戻りますが︑先ほどの視学官署ですが︑視学官にはやは

たわけです︒

倭藤

外国人留学生はまだ大々的に受け入れられる段階ではなかっ

このときに留学生がおりましたか︒

のときの先生です︒この人は留学生問題を担当しておられました︒

みて︑確かに学生の困窮という問題の対策をいろいろ立てるのは大

西田

三月になって︑八月にそれを学生課に変えたというのは︑いって
問題ですけれども︑その当時から後で出てくる学生運動がだんだん
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と書いてありますね︒上の人︹宮畑寅彦体育担当官︑森屋百合子女

野村正二郎さん︑名前は覚えています︒西田亀久夫︑学生補導担当

けです︒麓先生はその団体の顧問なんかをしておられました︒あと

鮮生まれなものですから世話をして︑そういう団体を育て上げたわ

あげて︑朝鮮人の学生だけに奨学金を出している︒私がたまたま朝

できあがりました︒新宿の西口にあるのです︒年間数億円の収入を

そのために朝鮮人に対する奨学金だけを出す団体を育てて︑それが

ますが︑これに対する特別な対策のことに私はかかわりがあって︑

るかというのは︑これは劉途あとのほうでまた申しあげたいと思い

おるわけです︒どちらでもなくなってしまった︒この扱いをどうす

は︑では留学生かといったら︑留学してきたわけではない︒昔から

す︒だから育英会から金をもらえなくなってしまった︒そして今度

らっておったのですが︑敗戦とともに日本人ではなくなったわけで

の扱いです︒彼らは日本人として今まで日本育英会から奨学金をも

たのですが︑一番問題になっておったのは日本在留の朝鮮人の学生

ちゃったのです︒そういうコースを私は夢にも思わなかった︒まし

で一番上席ですから︑それへかわって︑その次に今度は官房へいっ

の普通のステップで︑庶務課長というのはその局のなかの総括課長

それでとうとう庶務課長へかえられちゃったわけです︒これは役人

くださいしといったのです︒﹁そんなわがままをいうな﹂といって︑

いうから来たので︑もう要らんというのだったらまた大学へ戻して

うが﹂といわれるから︑﹁やめてください︒私は学生課長をやれと

﹁君はあんまり長くなるから︑今度はほかのポストにかえたいと思

ばらんに付き合って︑結局︑学生課長だけを十年やったわけです︒

ていました︒そんなに気にしていませんでした︒その点ではざっく

ていったんじゃないやと︵笑︶︒ですから︑私はしゃあしゃあとし

を全然知らずに︑先生が来いというからいったので︑俺がいきたく

ただろうと思うのです︒こっちはそういう役人の雰囲気というもの

般のキャリアの人からいうと︑﹁あれはなんだ﹂とおそらく思われ

来て半年ぐらいでいきなり課長になるなんていうのは︑文部省の一

押し寄せて︑学生課長なんていうポストは誰もやりたい人がいない︒

えなくなってきまして︑文部省の門前には学生デモがしょっちゅう

ませんし︑しかも︹昭和︺二十二年頃からだんだん学生の騒動が絶

て︑妬まれたり︑変な目で見られたりなんていうことを夢にも思い

数ヵ月しか一緒にいらっしゃらなかったわけですから︒

子教育担当官︺も名前はかすかに覚えています︒
伊藤

西霞 ええ︑正味二ヵ月くらいです︒
．伊藤 大体各大学あたりから来たのですか︑それとも文部省のなか

ありまずけれども︑ほとんど国立大学だけを自分の直轄学校と見て

たぶん︑貧乏くじを引いていると思われた︒

伊藤

いるわけです︒金を出して︑養成して︑教員の人事もやっている︒

での人事ですか︒

大学から引き抜いて人を連れてくるというのはこの当時しょっちゅ

私立学校︑公立学校に対しては︑これは問接的なアドバイスとかで︑

うところにおいたというような感じですね︒プロフェッサーのよう

として︑ほかの大学課とか教職員養成課というのは文部省の官庁で

かにあり︑ほかに課が七つか八つありますが︑純粋な学術関係は別

先生は視学官として就任されて︑文部省というのはそういう

私がいったときですか︒それは︑後から考えれば︑文部省へ

大学黒みたいになっているわけです︒国立学校だけは︑予算をもら

な感じの人は︑このなかでは麓先生と工学部の佐藤静一さんかな︒

学生課長というのは非常に特殊なものです︒同じ大学学術局のな

うやっていたのだろうと思いますが︑文部省生え抜きみだいな人た

それほど文部省に強い監督権はありませんから︑国立大学のための

文部省の内部の方で少し古くなった人を専門職としてこうい

ちの反応とか︑そういうのはどうなのでしょうか︒

西田
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西田

儲藤

私立大学も︒国公私立大学の全部に対して︑やることという

私立大学もそうなのですか︒

です︒これも後で出てきますが︑凄い就職難のときに︑日本じゅう

業安定所なんかができはせんという形で文部省が全部やっているん

省でやってくれと︒本人の専門と中身を見てやる就職斡旋だから職

のです︒それの統括は︑大学生については労働省がやれない︑文部

健康問題︑それから就職問題︒大学生の就職は︑職業安定法によっ

のはほとんど同じなのです︒学生の奨学金というのは全部同じでしょ

の国公私立大学の学生の就職状況を︑卒業前の九月頃から十月頃︑

わなければいかんものですから︑来たらみんなペコペコしています

う︒それから︑つまらないことですけれども学生の学割︒あれは学

十一月︑三月︑卒業後の六月までフォローアップしてサンプル調査

て労働省から離れて文部省が担当しているのです︒そして︑各大学

生課が担当しているのです︒私らがあの当時の国鉄と談判して︑あ

でずっと絶えずやって︑いまどこまで来ているという調査をしまし

ね︒どこの先生も懇勲丁寧にやって来ます︒ところが学生課は大学

の当時︑学割は半額だったのを国鉄が二割にするというので︑東京

た︒今年も就職難だといっていますけれども︑

は職業安定法による無料職業紹介所としての届出を出して学生の斡

駅の前まで大喧嘩しにいったことがあります︒あれを確保して学割

二十八年は卒業のときに就職者が三〇パーセントでした︒凄いこと

に対して何も予算をやっていないわけです︒国公私立の全部の二百

をもらいますと︑学割の割引証というのがありますね︒お使いになっ

旋をしているのです︒法令としては職業安定法のなかに入っている

たことがあるでしょう︒あれは国鉄のほうで印刷してくれて︑何百

です︒この話はまた今回か後で申しあげますが︒だから︑就職問題

何十万人の学生の生活全部を抱えているのは学生課だけなんです︒

万枚というのをごそっと文部省の倉庫へ持ってくるのです︒それを

も全部︑その対策本部をつくってB本じゅう駆け回ってやるのも︑

これは水増しということはないですか︵笑︶︒

かれていましたか︒

偶藤

一番ひどい︹昭和︺

学生課が各大学の学生数に応じて運送屋に頼んで梱包して︑国公私

私ども学生課がやったわけです︒

留藤

文部省の統計課が毎年指定統計をやりますが︑そんなものよ

圏学生課と穴学の管理

立の大学へ全部送りつけてやるのです︒それが窓口で皆さん方がも
らうものです︒おもしろいのは︑在籍学生数に応じてやるから学生
数の報告に来いというわけです︒その各大学から来る学割をもらう
ための学生数の報告が文部省の統計のなかで学生数のもっとも正確

西田

西田

な統計なんです︒

りも正確︒これは現ナマをやるのと同じですからね︒少なかったら

職員は大体一七︑一八人ですね︒

わかりました︒では︑学生課のなかにやはり係が幾つかに分

学生が怒るのですから︑それが一番数が多いのです︒指定統計より

伊藤ちゃんとした︒

西田

伊藤

学生課はその点では国公私立大学と全部同等につながってい

本当なんですかね︵笑︶︒

西田

伊藤

西田

そんなにおらんですよ︒一つの部屋のなかに係が四つぐらい

そのほかには︒

学生課の事務官です︒

このあいだ︑何人おったかなと思って昔のアルバムを見たら︑

大体二割ぐらい多かったですね︒

る︒奨学金の問題がそうでしょう︒また後で出てきますが︑学生の
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それに︑例えばタイピストとか︒

ちも一体でやろうと︒

しているわけでしょう︒向こうも団体がやっているのですから︑こっ

も一緒ですしね︒むしろ全学連なんていう組織は︑国公私立を網羅

傷藤
タイピストもみんな入って一七︑一八人です︒一つの係が四︑

あるだけです︒

西田

伊藤

西田

伊藤

庶務係というのが総括です︒それから補導係というのがあり

どういうふうな係の分担になっていたわけですか︒

て指導と助言を与えるということしか書いていないですね︒監督権

西田

いくわけですね︒

そうですが︒そうすると︑文部省の通達として私立大学にも

五人ですからね︒

ました︒それから厚生係︑就職の係もありました︒そんなのが分か

はないわけですから︒それでもまあ︑戦前からの慣習で︑文部省の

伊藤

それぞれに係長がいます︒それで課長補佐が一人おるだけで

それぞれに係長がいるのですか︒

し︑中身を納得させなければいうことを聞きませんよね︒

いうことは一応皆さん乱心直な顔をして聞いてくれるわけです︒しか

いくわけです︒文部省の設置法で︑結局︑大学の運営につい

れておるだけです︒

西田

ども⁝⁝︵笑︶︒

伊藤

恩恵があるのは学割だけですから︒

まあ︑学割なんかは向こうからいってくることでしょうけれ

ビスと行政上のつながりがある︒学校の現場を知らないやつは学生

す︒私はその学生課の仕事をする点で︑﹁国公私立全部に平等のサー

課では務まらんから︑係長は全部大学の現場の経験者を引き抜きた
い﹂と局長にいって︑私が東大と教育大と九州大から優秀な係長を
引き抜いてうちの係長にしました︒この連中が後で文部省のなかで
今度はのびていって︑大学の事務局長なんかまでいったのがおりま

でも奨学金もあるじゃないですか︒

あれは育英会がやっていますからね︒

でも︑育英会の監督もここがやっているわけですか︒

もらった現場の人がそれを受け取ってどれだけ苦労するかというこ

通達というのは︑大学へこうしてくれといったときに︑その通達を

所澤．その当時大学に通達を出す場合ですけれども︑各大学︑学長

ああいうのも非常に大きな仕事でした︒

校予算の次に大きい予算です︒何十億という︒だから予算折衝とか

所管の課です︒育英会予算というのは文部省のなかで国立学

とが分かる人間でなければ通達を書いてはいかんと︒無理な注文ば

に出すのかもしれませんが︑学生部というのがあるということを念

す︒これは人事としては間違っていなかったと思います︒学生課の

かりしてね︒学生運動が暴れているときですから︒そういう点で現

学生に関することがいけば︑学長さんがごらんになるかも知

頭においてやっているわけなのでしょうか︒

西田

いや︑国公私立同じですよ︒

んから︑課長通達というのはありません︒これはただの手紙です︒

といわれて︵笑︶︒そして︑通達というのは局長名でしか出せませ

通達はわかりまずけれども︑それは国立大学に対する通達で

場からとったわけです︒

伊藤
西田

みんな一緒ですか︒

ラブレターみたいなものですよね︒

れないけれども︑すぐ学生部へ下げ渡しになって︑﹁よきに計らえ﹂

伊藤

学生問題は同じです︒国立だけがどうということはありませ

すか︒

西田

伊藤

そういうものもあるわけですか︒

ん︒後で﹁学生自書﹂をお目にかけますが︑騒動を起こすのはどこ
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いてもらって︑それで学生がやはり学校の言い分よりも自治会のい

るということをそこで自治会の委員長と議論して︑みんな学生に聞

りなさい︒ストライキは不合理だ︑おまえたちの運動は間違ってい

出ていって︑自治会の委員長と壇上でパネルディスカッションをや

なたに度胸があるのなら︑一遍学生大会を開け︒そこへ学生部長が

いいか︒断固処罰をするか︑何か方法はないか﹂というから︑﹁あ

がなんぼいっても聞かん︒全学ストライキをやる︒どう対処したら

あげるわけです︒今でも覚えていますが︑ある大学で︑﹁全校学生

意見を聞いてきたら︑こちらを専門家と思って尋ねてくればいって

西田

伊藤

西田

はい︒ある特定大学の特定の問題が起きたときに向こうから

課長名で︒

あります︒アドバイスとしていろんなことを専門的な点で︒

儲藤

の取り締まりだと︑そういう霞で見るわけです︒

学の職員でも学生部の仕事をやりたがらないわけです︒あれは学生

警察の︑特高 と同じような霞で見られたわけです︒ですから︑大

おりまして︑その人が学生から見れば警察の手先みたいなもので︑

りだといわれたわけです︒大学の現場でも﹁学生主事﹂というのが

いわゆる不穏な行動を抑えるという意味で︑あの当時思想取り締ま

きました︒当時の文部省の学徒勤労課とかそういうものは︑学生の

らをとにかく処分せずに︑説得でその問題を解決したという話を聞

きに三高の先生は寮へ乗り込んでいって学生と徹夜で議論して︑彼

た︒三高でも寮をのっとったストライキがあったそうです︒あのと

ズムの運動が浸透して︑それによる学内の騒動がいろいろありまし

でには︑非常に旧制高等学校から大学にいわゆる共産党のマルキシ

旧制高等学校へ入ったのが昭和九年ですね︒それの数年前ぐらいま

といったんですが︑とうとうそれをやる学校はなかった︵笑︶︒学

腹を決めてやったらどうですかしといったんです︒﹁そうですなあ﹂

ないのだから卒業が何年遅れても知らないと︑それだけ学校として

業をやらん︒これはストライキではないですよ︒学校が授業をやら

は知らん顔をしている︒先生は︑授業をやってくれというまでは授

組織の中でやっていく︒そこで幾ら育っても学生部長にはなりえな

大学の事務局と一般的な人事交流はないのです︒学生部の閉鎖的な

事とかというのは正当な事務職員なわけです︒学生部というのは︑

西田

たはずですから︒

生課の学生主事の下にあって︑いろんな情報収集や何かもやってい

確かにそういう面はあるのですよね︒守衛さんというのは学

いいんじゃないか︒そのかわり︑ストライキを何ヵ月やっても学校

うほうが確かだというのなら︑ストライキをやるのならやらせたら

生のほうにべこぺこして︑ストライキをやめてくれ︑やめてくれと

いのです︒どこの大学でも部長というのは教授のなかから︒

そうそう︑教授ポストなんですね︒

一般の大学職員のなかでも︑いわゆる庶務部とか会計とか人

いう︑そんなばかな話があるかと︒

小池

教授会が選んだ人をもっていっているわけです︒なぜならば︑

東大なんかでも︑大学本部と学生部というのはまったく違っ

伊藤

西田

でなければならんという議論が出てくるわけです︒トップは先生で︑

た存在みたいですね︒人員構成もだいぶ違うような感じで存在して
西田

下に事務職員がおる︒その先生というのは大体︑よほど熱心に学生

そこに至ると学生の指導というのは教育だから最高の責任者は教官

学徒勤労課があったように︑学校の現場ではやはり︑戦時体制なり

の世話をしてくださる方でも︑二︑三年やっていたらうんざりする︒

おりましたけれども︑各大学ともやはりそんなものでございますか︒

軍国主義的な全体の雰囲気のなかでは︑学生のなかに反国家的ない

学生から突き上げを食らって精根尽きるわけです︒私は一〇年おり

学生部というのは歴史が大変悲劇的でして︑戦前は文部省に

ろいろな運動が起こることを抑えなければならない︒しかも︑私が
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ましたから︑少なくとも国立大学︑私立も主なところの学生部長と
非常に親しくなりました︒お人柄も︑大学のなかでは選ばれた非常
に立派な方がたくさん出てこられた︒おもしろいのは︑農学部出身
西田

圏﹃学生運動自書﹄︵﹁教育の日赤としての
学塗運動﹄︶について

てるというのは年単位でしょう︒一番だめなのは経済とか文学の先

ほしい︑というのがあります︒これに関連して︑その当時の学生問

の学生部長というのは一番立派な方がいました︒ちょうど作物を育
生︒議論がすぐ出てくるのです︒農学部の先生はそんな短気なこと

題の背景をよく知っていただいて︑しかも文部省がどういう対応を

きょうのこの質問書の中に﹃学生運動白書﹄について話して

をなさらないわけです︒学生との信頼関係も農学部の先生は立派で

したのか︑その基本的なことをご説明するのに

︑その当時の

した︒

﹃学生運動白書﹄︵﹁教育の問題としての学生運動し︶はちょっと今で

戦後すぐの学生課はやはり芋をつくったりというふうなこと

伊藤僕が大学の二年ですよ︵笑︶︒

伊藤

対象ですね︵笑︶︒

は手に入らないと思うのですが︑私はたった一つ自分の記念で持っ

戦争中ですか︒

小池

を一所懸命やっていたと︑東大の学生課の人たちはいっていました
西田

戦後も︒とにかく芋を農園でつくって︑大学へ持ってきて配っ

これはうちの学生課のタイピストのお嬢さんが打ってくれた

ていたのです︒これは昭和二十七年でしたから︑五〇年前です︒

伊藤

西田

けれども︒

たとか︑そういう話を盛んにされておりました︒

打ち直されたのですか︒

やつで︑ちょっといま読むに耐えんから︑このあいだ一週間かけて

伊藤

ええ︒タイピストの方にも念のためにあげておきましょうか︒

みんな腹が減っている頃だからね︒

西田

そうですね︒

西田

伊藤

これを昭和二十七年に発行するといういきさつは︑私が学生

全部打ち直しました︒ですから︑これをちょっとお目にかけて︑そ

の研究室に戻ってきて︒

西田

その頃はひどいでしょう︒

西田

実際に西田先生がおつきになる頃には︑それほどひどい状態

伊藤

昭和二十一年頃です︒それはもう︑物理教室で研究どこでは

課長になって翌年二十七年の三月⁝⁝︒

押藤

西田

先生︑その現物を見せてください︒

の要点だけでも︒

ない︑腹が減ってしょうがないから︑川越のほうヘリュックサック

伊藤

古色蒼然たるものですな︒半世紀たつとそれぐらいになるの

ではないと思いますけれども︒

を持って芋を買いにいった︒そんな時代でした︒

西田

この前申しあげたように︑私が終戦直後に大学の嵯峨根先生

伊藤

ですね︒その当時はざら紙ですものね︒

伊藤

所澤

これは貴重なものですよ︒おそらく文部省の文書課にも残っ

そうですね︒

それもコピーさせていただいたほうがいいですね︒

それは︹昭和︺二十六︑二十七年になりますとある程度落ち

着いてきているのではないですか︒でも︑まだお腹が空いている時
それは大変です︒

西田

．
西田

まだ外食券があった時代ですから︒

期ですね︒

偶藤
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をやったのです︒だから自分では非常に懐かしい︒隅から隅まで私

ころがありまして︑そこへ確か三日か四日泊り込んで私一人でこれ

さんが助け舟を出したんです︒大臣が帰ってこられて次官にいわれ

それをそのままの形で︒

が全部考えたものです︒誰と相談したものでもない︒

ていないかもしれません︒言葉づかいも︑﹁される㎏というのを

伊藤
これの文書をそのまま私のパソコンでワープロ式のやつを打っ

これは﹁文部省﹂と書いてありますね︒

て︑それが大学局長へいって︑学生課長に︵笑︶︒学生運動の白書

西田
伊藤

文部省です︒文部大臣の立場として︑文部省としての学生運

﹁せられる﹂というような︑オーソドックスな言い方ばかり書いて

たわけです︒だから︑文字もできるだけ変えないようにしたつもり

西田

のようなものをつくってくれというので︑湯河原の保養所というと

です ︒

動に対するステータスをはっきりさせようという形の文部省のアナ

います︒

偶藤

ウンスメントです︒

まあ︑文字はしょうがないですね︒今のワープロにない字も

ありますから︒いやあ︑懐かしいような感じがする︒これは紙のに

伊藤

ということは︑西田先生がお書きになったけれども︑大臣ま

おいがありますからね︒

西田

で上がっていったということですね︒

伊藤
あなたも参加されたのですか︒

はい︑私もいっておりました︒

いう名龍ではなくて︑﹁教育の問題としての学生運動﹂です︒あの

す︒二十七年五月に騒動があって︑七月に出してあります︒白書と

でこれを報告されたのです︒それで収まったといえば収まったので

それをご説明しながら当時の背景を申しあげようと思うので

すが︒一番に︑二十七年の三月に学生課長になりまして︑二ヵ月たっ

西田

西田

いや︑逮捕はされませんでしたけれども︵笑︶︒

もちろん︒これは局長︑次官︑大臣までいって︑大臣は閣議

た五月一日が有名なメーデー事件です︒

伊藤

当時の騒動を見ると︑これは治安問題︑要するにいかに学生を取り

ですから︑最初の内容のところで八つの項目を挙げておりますよ

あそこへいかれていたのですか︒そこへ今の全学連の学生団

うに︑まず学生がどういうような社会で育ってきたか︒その世の中

西田

う破滅的な状態になってきたと︒あのときの文部大臣が天野貞祐さ

の影響を受けて学生がどういう特質を持ってこの運動をやりだした

締まるかという問題で︑みんな頭がカッとしているのですが︑文部

んです︒それで吉細内閣ですね︒吉田茂さんという方は学者が好き

か︒最近の運動に実際に学生はどれくらい参加しているのか︒一体

体が一緒になって労働組合なんかと血を流すような大騒動をして︑

で︑議員でもない天野先生を京都大学から引っ張って文部大臣にし

学生運動の問題︑問題というけれども︑教育の問題としては何が問

省のステ：タスは︑教育の問題として︑学生問題をどう捉えるかと

た︒ところが︑あの騒動があったときに閣議で︑閣僚の中から大臣

アメリカの自動車を焼いたりしたのですね︒それの大騒動があって

に︑﹁文部大臣は何をしているんだ︒文部大臣はどういう責任をと

題なのか︒それから︑学校当局はどうしているのか︒大学というも

いう形で︑これを書こうとしたわけです︒

るのだ﹂というような凄い抗議が来たので大臣が非常に困られた︒

の自体に何らかの改善が必要な点があるとすれば何だ︒文部省はど

日本じゅうが愕然とした︒特にそのとき内閣で︑学生運動がああい

総理の吉細さんが︑﹁天野君︑文部省の立場をちゃんと釈明するよ

うだと︒最後に︑

一般社会の理解と協力を必要としていることは何

うな文書をつくったらどうか﹂と天野先生にいわれた︒これは吉田
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か︒こういう格好でやろうとしたわけです︒

衛だ︒二番目に︑一切の外部的な規制作用を排除した自治活動を基

る政治的党派の活動の一環に過ぎないと考えることも︑あるいは︑

際的なつながりを求めておる︒⑤のところに︑

いう傾向が特徴だと︒次の六ページにまいりまして︑学生運動は国

盤としている︒三番目のところに︑既存の政治勢力に対する反抗と

これを青年期に特有な一時的興奮現象であるとする見方も︑ともに

政治能力も非常に貧困だから︑少数のリーダーが独善的に指導する

その前文の最初の二︑三行を見ていただくと︑﹁これを単純にあ

この問題を正当に評価して適切な方途を発見するための立脚点では

とみんなそこへっいていくと︑こういう特徴を持っている︒

その結果︑次の運動の発展経過として︑昭和二十年から二十二年

一般学生は民主的な

ない脇と︒どちらもだめだと︒だからこれから文部省の見方をいう
というので次の本文に入ったわけです︒

用しなくなってしまったのだということが︑このω②⑧ωに書いて

ての自覚がない頃に敗戦を味わってひどい目にあったのだ︒何も信

を送ってきたか︑中学校時代はどうだったか︒実にその青年期とし

が育ってきた社会環境という点で︑彼らが小学校時代にどんな時代

て︑どんどん学生の運動が広がっていく︑こういう点の危機感を持っ

いといわれたときに︑先生は学校局長としてこの背景を見ておられ

までにできてくる︒この質問のなかで︑B高先生が私に文部省へ来

一年に東大の共産細胞︒関東の学生自治連とかというのは二十二年

連︑都学連︑九州学連︑これは二十年にできているわけです︒二十

の間に︑各大学の組織がだんだん地域的に広がっていった︒京都学

あるわけです︒そして︑その次に五番目として︑社会的な困窮とい

ておられたと思います︒七ぺ⁝ジの②に︑昭和二十三年から二十五

一ページ︑学生

うのが二ページに出てまいりまして︑ごらんのようにその当時に文

年にかけては︑今度は全国的な規模にこれが広がっていった︒授業

あとポッポッと飛ばしてごらんいただきますと︑

部省が持っておった統計として︑全部保護者から倉入をもらってい

やりだした︒八ページのおわりのほうの③で︑二十六年以降という

料値上げ反対︑教育復興闘争という格好でずっと︒このなかで画期

こういう環境から生まれた学生というものはどうなるかというの

のは今度は非常に政治的な問題が集中してきた︒いわゆる共産党の

るのは三割ぐらいだ︒残りは皆アルバイトをしなければならん︒し

が三ページに書いてあります︒﹁絶対的な権威とか国家﹂︑そういう

ほうの階級闘争の戦線と統一戦線を張って︑そこに安保条約反対︑

的なのは︑昭和二十三年九月に全学連という全日本学生自治会総連

ものに対しての﹁幻滅の悲哀﹂という言葉は︑そういうものを信用

平和擁護闘争という格好で︑米人教師のボイコットとか︑そういう

かも︑そのアルバイトを希望したうちの就職できるのは三分の一ぐ

しなくなると︒次の四ページのほうへ移りまして︑社会秩序に対す

格好で出てきました︒それが二十七年の最後の五月メーデー事件と

合ができたわけです︒そして︑全学連が二十四年から︑教育防衛闘

一切のものを自分たちが拒否するという格好

らいだ︒一ヵ月に十日以内のアルバイト日数の者がこうだという点

るいろんな不安から︑

して爆発したわけです︒

争とか︑大学管理法案反対とかという総括的なスローガンを掲げて

になってきた︒こういう格好で学生が生まれてきた状況を見て︑次

で︑学生の欠席日数の四分の一は︑このアルバイトのためだ︒

に五ページです︒

今度は学生運動の特質として︑そこにω②㈹がありますが︑例え

と︑こういうような格好で非常に特徴的な活動が出てきて︑このと

闘い︑②経済的要求の闘い︑③民主的権利擁護の闘い︑④文化闘争

そういう運動の一般的傾向としましては︑①平和と独立のための
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ば最初のωのところでは︑学生運動は学生の手による学生自身の防
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回

に厳しく出てきまして︑あちこちで乱闘騒ぎが起こるようになりま

きにはもう︑おまわりさんに対する喧嘩をしかけるというのが非常
と︑

法は︑彼らが非常に根深い一つの根拠の上で動いているということ

いえるかどうか︑これは厳密に区劉しなければならん︒効果的な方

考えていないと︑それをやらないと︑単に弾圧をしたり感傷的な無

一つのやり方の正当性というものを評価する二つの観点を十分

した︒

一一ページには︑実際に学生が参加しているのはどうだという形

の﹁B・運動の実際概況﹂のところで︑各大学の自治会とも在籍学

です︒これが一覧ページ︑；一ぺ！ジに出ております︒一三ページ

これは各大学からのいろんな報告を集計したもので︑大雑把な人数

ます︒

ちたいろんなことを勝手にいっているというようなことをいってい

をやるときに︑結局︑彼らが目的とするところがら虚偽と偏見に満

そこで︑運動の傾向としてその次に書いてありますように︑運動

為無策におわるだろうと︒

生数の三分の一か二分の一が出席の定足数だといっていますけれど

拠によって︑一国の政治機関が売国的卑劣漢の集合であり︑学生を

で︑金学連の統制によってどの時期に何人ぐらい動員されたのか︒

も︑実際はなかなかそれだけ集まらないで︑比較的少数の学生によ

戦争の道具として︑私利を図らんとする非人間的な階級が存在し︑

伊藤

何なんだということをいっているわけです︒

であろうか﹂と︑そういうはっきりした根拠とか主張というものが︑

住民登録を徴兵制準備の陰謀であるとするがごとき主張をなし得る

一六ページのところに︑﹁たとえば︑どのような客観的な根

る決議という格好で動いているわけです︒

んどん人が減っていっても︑その会議はそのまま成立しているとい

一挙成立する数が集まるとその会議は成立して︑それからど

うスタイルでしたね︒

②のところに︑これが文部省としてその後の学生部長会議などで

よく問題にしたところなのですが︑一体学生自治会というのは何だ

ええ︒ではそれを各大学からつかんだ範囲でいけば︑東大で

やっているときに全学生数の比率からいえば︑三パーセントか八パー

と︒それが多数決である決議を出したら組織の構成者に指令する権

西田

セントぐらいだと︒都立大が多いほうで︑五から＝二ぐらいだと︑

後で申しあげますが︑学生たちとその後いろんな研究セミナーを

利はどこから生まれてくるのか︒個人の集合体において︑その自主

やりましたときに︑私らがこれをしょっちゅうぶつけたのです︒多

こういう格好でした︒全国的に見ると︑今度は学生数のところで見

一五ページに︑﹁何が学生運動の根本問題なのか﹂という形で︑

数決というのは戦後民主化で非常に入ってきましたけれども︑大勢

的な判断と行動が自由な場合においてのみ団体の意志が意味を有す

ここに問題の所在を文部省の見方としてはそれを取り上げた︒これ

の人の決めたことに皆が従わなければならんという理由がどこにあ

ると︑四年制大学で学校数としては二五パーセントくらい︑学生数

を治安問題という形ではなくて︑教育の問題としてどうとらえるの

るのだと︒つまり︑憲法によって集会結社の自由というものができ︑

るので︑それを一方的に決議によって個人の行動を規翻するという

かと︒したがって︑ここで一五ページの始めのところに書いてあり

表現の自由ができた︒結社の自由というのは︑ある団体をつくる自

にすれば一・五パーセントくらいだった︒東京都でこうだと書いて

ますように⁝⁝︑こういう運動を展開する要素が︑広くかつ深く︑

根拠はどこからあるのか︒

根深い背景があるということの事実ははっきり認識しなければなら

由があるとともに︑団体に入らない自由があるはずなのです︒とこ

あります︒

ん︒けれども︑それらの運動が正当な根拠によって展開していると
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括加入というそういう制度はどこに根拠があるのか︒本学の学生に

いう届出をしなくても全員が自治会員になってしまうわけです︒包

うが︑学生自治会というのはその大学に入ったら自治会に入ったと

か︒そこにありますように︑落月何日にストライキに入れ︒第何波

それに対して︑〜九ページには全学連からどんな指令が出ているの

るということと不可分なのだということを強調しているわけです︒

一九ぺ⁝ジのおわりから﹁教育上の問題点﹂としてあがっており

で国会デモを行なうというようなことをいっているわけです︒

メンバーにしてしまうという根拠は︑﹁この自治会というものが学

ますことは︑アメリカ人の人たちに私どもが最初に習ったいろんな

なった者は全部自治会員だという︑個人の意志にかかわらず団体の
生の自治活動によって教育的な成果を身につけるために必要だから︑

学生補導の理論の問題がそこに出ております︒つまり︑学生がきわ

一つあるということがそこにあります︒二一ページには︑任意の集

本学の学生は全部自治会員たるべし篇という大学の意志がそこにあ

からんというようなとらえ方は︑どこから来るのかということを真っ

団が活動する能力を持っているときには︑その集団そのものが本当

めて不自由な状態のなかでいろんな心理的な欲求不満の状態に陥っ

向から議論しているわけです︒非常に論理的には難しい問題で︑戦

に民主的に運営されるためのリーダーの育成というのが大事なので︑

るはずだ︒したがって︑そういう根拠なしに︑ただ自治会というも

後の多数決議論のときには学生たちとよく議論しました︒﹁自治会

これを学校自身が教育訓練の問題として考えていくべきではないか︒

ている︒そういった人たちの抑圧された反射的な欲求阻害の状態か

が決議によって君の首を絞めうということを決議したら︑君はどう

そうでなければ︑

のは結社の自由から出てくるのだという理屈で︑個人の行動を拘束

するのだ﹂といったら︑﹁いや︑それは基本的人権に反するからい

象を起こす︒そうすると︑ごく少数の人間が全体を振り回すという

ら生まれてくるものに対して︑教育はどう取り組むかという問題が

けません﹂﹁じゃあ︑学校で勉強したいという人に授業に出るなと

ようなことが起こる︒これも教育上の問題だということをいってい

し︑ストライキを決議したら学校へ出てはいかん︒出るやつはげし

強制する権利はどこからくるのか︒それは人権に反しないのかしと︑

ます︒

というようなことでとまっているわけです︒生ぬるい問題のようで

この政治教育という問題を︑私はここでいろいろ書いたのです︒私

二二ページには︑今度は政治問題として学校の行なう政治教育︒

一つのグループというのが社会心理学的に病理現

そういうと学生は困っちゃうわけです︒﹁それは多数決でしょう﹂

すけれども︑そこから議論していかないと学生運動の問題が出てこ

が文部省を辞めるまでに考えたことですが︑初等︑中等︑大学を通

じて文部省の教育プログラムのなかで一番欠けているのが︑政治と

ないわけです︒

一七ページの真ん中頃に︑﹁集団の圧力によって目的の実現を図

見ですが︑政治学というようなものを一応教科として習ったとして

宗教︑それからセックス︑この三つについてはほとんど教育でまと

運動の形態としては︑一八ページに︑今のように包括的加入とい

も︑社会科として習ったとしても︑人間が集団のなかでいかに自分

ろうとすることは︑暴力と同様に不合理であり︑人間の弱さのあら

うのでは︑自動的に学生は自治会員に全部なっていくといヶ根拠は

の個人というものを生かし︑全体の調和をはかりながら行動してい

もなことをしていないと︑僕は思うのです︒これは僕の個人的な意

どこにあるのか︒それは大学というもの自身の教育目的と不可分の

くかというきわめて実践的な教育の問題ということを考えますと︑

われにすぎない﹂というような言い方をしております︒

問題で︑大学自体が︑それに対しての教育指導上の責任を持ってい
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はあるかも知れないけれども︑男女のセックスというものに対する

これも一種の興味本位の議論はございますし︑性病予防の話くらい

教だという悪口をよくいわれますね︒セックスの問題もそうですね︒

方というものも︑本当の意味で教えていない︒だから日本人は無宗

てはいかんと書いてある︒だけど︑宗教に対する基本的なものの見

いっていないわけです︒それから︑宗教教育も特定の宗教教育をし

てはいかんというネガティブなことをいって︑ポジティブなことを

教育基本法の中でも︑特定の政党を支持したり︑反対する教育をし

これは学校の教育計画のなかでほとんど十分取り上げられていない︒

これが教育の立場だという言い方をしているわけです︒

育者としては︑世の父兄に代わって防止しなければならない﹂と︑

社会人としての立場を園復できないような状態に陥れることを︑教

優秀な才能を有する者も少なくない︒一時的な反逆を理由に︑終生

をこととする者もまた希である︒しかも︑これらのなかには比較的

以来数限りないが︑生まれながらにして反社会的であり︑終生反逆

﹁直情的な正義感から︑激しい政治運動に身を投じた学生は︑大正

ろにあります︒今頃読んでみると少しセンチメンタルなのですが︑

の立場に対する理解と協力を求めたいというのが三三ページのとこ

最後に︑社会的な理解と協力を求めたいといっております︒教育

醗学生との対話と穴学紛争の処置

基本的な認識というものを深めていくような教育というのは︑ほと
んど教育計画のなかにはないのではないか︒しかも︑これが人間の
根源的なものを一番動かす大きな問題なんですよね︒そのことが大
学生のこの政治教育の⁝問題でもあると思いますが︑私はそういう感
想を持っています︒

これで思い出しますのは︑全学連のかなり初期の時代の委員

長で学習院の香山健一がおりましたね︒彼とはその後いろいろな形

西田

しかし二四ページに︑厚生補導の任にあたる人々が真っ先に学生の

で接触して︑文部省の会議のときに何かで会って︑﹁先生︑長らく

二三ページは︑学内秩序という形で学校がやむをえず処概をする︒

中に飛び込んで報いられない仕事をやっていて苦労しているという

ごぶさたしております﹂なんて話をしたことがあります︒西部漣氏

そういった者はまた別のどこかでリーダーシップをとっているわけ

ことをしきりに強調しているわけです︒大学の人は研究者としての

全体的な感想ですが︑二七ページのところに︑﹁社会正義の情熱

ですね︒あれだけこの紛争があって︑私らが︹昭和︺二十八年にこ

なんかも︑今はずいぶん逆の︑左に対する厳しい批判者になってい

が︑人間的な弱点と結びついて︑戦争状態をまず人間の心の中に巻

れ︹﹁教育の問題としての学生運動﹂︺を出して︑その後︑安保条約

誇りは持っているけれども教育者としての責任感というものが本当

き起こすことを防止するためにも︑本来人面性に信頼を置く良心的

反対︑破防法反対︑そういうのがずっと進んでいった︒私の感想と

ますが︑駒場の学生課長なんかが彼にずいぶん苦しめられていた︒

な大学教育の積極的な協力が︑まず学生に対してなされなければな

しては︑私が学生課長をやめる三十六︑三十七年頃までは︑まだ学

にあるのかと︑よくいわれる問題もそこに出ております︒

らない﹂ということをいっています︒

学生に対する指導の効果を期待できるような状態だったのですが︑

生と真正面に取り組みあって話しをすれば︑理解をされ︑いろいろ
です︒文部省は大学を指導・監督する権限は持っていないというこ

三十六︑三十七年以降ぐらいからは︑例の全共闘が出てきた頃から

あと︑教育行政の立場︑その他は文部省の立場をいっているわけ

と︒
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で続くのですが︑例の東大の安田講堂の焼き討ちとか︑あの段階に

してしまったような感じがします︒最終的な状況は昭和四十年頃ま

一種の発狂状態ですね︒それからは︑学生補導の問題からははみ出

めなくなったときに︑一体何が本当なのだということを︑次から次

た状態で︑これだけは間違いないと思う手ごたえがあるものがっか

大きな変動によって︑伝統的な価値というものがある程度崩壊しちゃっ

私は自分なりの解釈として何だといったら︑戦争というきわめて

へとぶつけて試してみる︒ぶつかったところで手ごたえがあって︑

なりますと︑ここでいうような学生補導の問題ではなくなってきた
んです︒

デオロギーの何とかというよりも︑やはり動物社会の社会現象みた

腹を立てることはできない︒それしかないだろう﹂と︒だから︑イ

どういうわけだ﹂というから︑私は︑﹁人間というのはいつまでも

よく新聞記者が︑﹁西田さん︑あの学生運動が収まつちゃったのは

東大の加藤︹一郎︺さんでも何でも︑その後︑黙して語らずです︒

当時の関与者はあのことに触れるのはいやだという感じでしょう︒

られたら仕事にならんから空名選べ篇といって︑私の部屋へ連れて

話しをしたいから︑学生課の部屋へ代表が入って来い︒生名以上来

のだけど大勢で話しができないわけです︒だから︑﹁俺は徹底的に

必ず文部省の玄関に出て学生たちに囲まれて︑しばらく話している

に学生たちが来るのです︒﹁文部省︑出てこ！い﹂というと︑私は

だ話せば分かる状態で︑文部省の前に虎ノ門の交通がとまるくらい

それ以前のまだ昭和二十七︑二十八年の頃の学生運動は︑まだま

跳ね返されて︑なるほどこれが本物かというようなものを必死で求

いな感じがするのです︒日本であれが起きたときにアメリカ人の指

いって︑しょっちゅう機会あるごとに︑学生たちと私のテーブルで

いまだに思うのですが︑あれだけの長い大学紛争とゴタゴタがあっ

導者が来ていまして︑彼らはメーデー事件を見ているわけです︒ア

話しをしたのです︒あの当時︑二十七年頃に珍しいでしょう︑ソニー

めているのがあの学生のレボリューションみたいなものではないか︒

メリカ人はなんとも理解できないというのですね︒どうして日本の

の︑まだリールで巻くテープレコーダーの小型のやつを私は個人的

て世の中を騒がせたけれども︑あの当時に関与された大学当局者と

学生はあんなむちゃくちゃをするのか︒ところが︑その後彼らが数

に持っていたのです︒あれを置いて︑ここ︹テーブル︺にマイクを

私はそうとしか解釈できないのです︒非常にそのことを痛感しまし

年後また日本に指導でやってきてくれました頃に︑ミネソタ大学の

出すわけです︒学生はギョッとするわけです︒﹁これはただのレコー

かいろんな人がおられますが︑あの大学紛争というのは何だったの

アメリカの学生指導の一番リーダーの人がやってきて︑﹁西田さん︑

ダーだ︒記録をとりたかったら︑君らもり⁝ルを持ってきたらコピー

た︒

私らもアメリカで初めてあの当時の学生のことがわかってきた︒リー

してやるから︒これはしゃべらんことは入らないんだから︑ここで

だということをまともに研究発表した人が一人もいない︒ほとんど

ズンレス・ホスティリティ！︵理由のない反抗︶がうちでも起こり

ちゃんと筋の通った話をしょうじゃないか﹂というようなことをや

私どもは︑学生たちと幾ら話してもすれ違って︑つまりイデオロ

だした︒日本のあれはあれだったのだな﹂と︒なんぼ説明してもわ
ヨーロッパで起こったでしょう︒フランスでずいぶんひどいのがあ

ギーなり立場の違う人間が︑どうしてこんなにむなしく話し合いが

りました︒

りましたね︒敷石をはがして殴り合いするようなフランスのあれが

できないのかということが不思議でならない︒東京都内の国公私立

からなかったけれども︑アメリカで起きてきた︒そして︑その後で

出てきた︒
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また持ち寄って研究した︒それを二年ぐらいやったのですが︑その

スクリプトして文章にした︒あれを書くのは大変ですよね︒それを

とのディスカッションの研究をやろう︑その曇ったテープをトラン

の十数名の学生部長たちと研究会をつくっていたんです︒学生たち

や東大の西村︹秀夫︺君や数名の人が書いたんです︒

ラーだった︒あれにかわる本がまだあまり出ていない︒あれは︑私

協会︵王DE︶で出したんです︒これが至DEで最近までベストセ

﹃討議の手引き﹄という本をつくって︑天城︹勲︺さんの民主教育

です︒私が学生課長をやめる前の年︑昭和三十五年頃までそうでし

西村さんですか︒

称と二人称が存在しないということ︒﹁私は﹂という言葉もなけれ

た︒

伊藤

ば︑﹁あなたは﹂という言葉もないわけです︒学生は﹁我々は﹂と

伊藤

ときに一つだけ大きな発見があった︒つまり︑立場の違い︑イデオ

いう︑こちらは﹁文部省は﹂というでしょう︒これはみんな三人称

西田

ええ︒そうやって非常に学生たちとまじめに取り組んだわけ

みたいなものですね︒一人称複数といったって︑これは三人称みた

のことが最後の激しいところで︑大学の現場から採った係長を現場

西田

いなものです︒そういうべくしていっているというだけ︒一人称と

を見にやっていたら︑帰ってきてから︑﹁おまわりはげしからん﹂

ロギーの違う人間の話し合いのなかには︑何時間やっていても一人

二人称が存在しなから対話が起こらない︒お互いの考え方が共通す

というから︑﹁おまえは文部省だぞ﹂と︒まあ︑ずいぶんひどかっ

最初の安保闘争︒国会で樺美智子さんが亡くなったあのとき

⊥ハ○年安保︒

るようなものが出てこない︒論理的な積み上げが起こらない︒

と思っているのか﹂と聞くと︑びっくりするのですね︒﹁そんなこ

ら君は話しているけれども︑君は本当にB本に革命が起きたらいい

に意識的に︑

れをやるのだったら君たちで場所をしつらえろ︒呼んでくれたら僕

ちに︑﹁代表だけではなくて全学生に話しをしてくれ﹂という︒﹁そ

さっきの学生課長の富麗に呼んで話しをすることをやっているう

す機会がありました︒

たようですね︒あの騒動があったときくらいは︑まだ学生たちと話

とは問題じゃないですよ︒我々は﹂と︑個人の話になると困るので

はいくから﹂といった︒そうしたら国会議員の議員会館を学生が社

それがわかったものですから︑その後の学生との話し合いのとき

す︒﹁さっきから授業料は全廃といっているけど︑君が学生課長だっ

会党の人に頼んで借りたらしい︒そこへ都学連の連中が集まってい

一人称︑二人称を無理に引き出すために︑﹁さっきか

たら︑君はそれにどう答えるか﹂といって︑ポジションをかえるわ

な形で一人称︑二人称を引き出すような話をすると気勢がそがれちゃっ

というものに対するお互いの自覚というものと︑それから今のよう

でやれないことを人にいうのは卑怯じゃないか﹂と︒そういう立場

ヤガヤやったらだめだから﹂﹁やりましょう﹂といってやったのです︒

をして︑僕に一つずつぶつける︒そうしたら順番に答えるから︒ガ

い︒討議の方法としては︑君がちゃんと皆からの質問を集めて整理

﹁るから来てくれという︒私と係官の二人だけでいきました︒私は学
生のリーダーに︑﹁こういう大勢で議論するというのは非常に難し

けです︒﹁それは困るでしょう﹂なんていうから︑﹁それみろ︑自分

て︑そこから対話が変わってくる︒これはつまらんわずかなことで

灯料とか水道料をただただにしてくれという話︑それから授業料を

そのときに彼らが持ってきた問題は︑国立大学の寄宿舎の寮の電
やはりアメリカ人から習ったディスカッション方法というのは非

まけてくれと︒そこに一五〇︑一六〇人おったでしょうね︒私は聞

すけれども︑そのことを非常に感じました︒

常に人間関係には大事なことだというので︑その東京都の仲間で

82

︹弘吉︺先生だったかな︒次官は内藤︹誉三郎︺さんという元気の

らどうかとか︑何とかかんとかいうわけです︒私は審議窟として︑

いていて︑﹁あなた方が生活に困って︑お金が少ないから何とか奨

けだ︒虎ノ門の角へ立って道を歩いている人に﹃俺の電灯料とガス

そこへ列席していました︒私は灘尾大臣に︑﹁私は学生課の仕事を

いい人で︑対策としては︑文部省へ権限を集中して︑文部大臣が各

代をあなた方の税金で払ってくれ﹂といって誰が賛成するか︒そん

していて︑教育行政については文部省の持っている権限というのは︑

学金をふやせという話なら分かるけれども︑生活のために使ってい

なことを私にいったって相手にしない﹂といって︑どぎつい議論を

極端な悪いことをとめることはできるけれども︑いいことを強制す

大学へ指令を出して︑東大に学生が入っているといったら︑警視庁

しました︒そうすると︑リーダ⁝ではなくて︑その周りの学生が手

ることはできない︒教育というのはいいことを積極的にやることな

るガス・水道・電気をただにしろというのは︑それは乞食根性だ︒

をたたくのですよね︒あの頃はやはり︑数の上のことを恐れないで︑

ので︑悪いことをやらないことではないのです︒だから文部省の持っ

へ頼んで警官動員なんていうのを文部大臣が指令できるようにした

少なくとも道理をわけて話しをすれば︑学生たちは手ごたえがあり

ている権限というのは︑むなしいものだと思う︒次官がいわれるよ

そんな費用を税金で払っているのは自衛隊の兵隊と刑務所の囚人だ

ました︒後の何とか派とか全共闘になったらだめです︒これはもう

うに︑大臣のほうへ権限を持ってきて警視庁へ指令を出すなんてい

うことをして︑次から次に来たら一体どうするのですか︒そんなも

殴り合いですからね︒

伊藤

のできっこないし︑それでは大学はよくならない︒最終的には大学

まあ︑全共闘も初期の段階はやはり話し合いは可能だったと

思いますけれども︒

をよくする責任は大学にあるのだという大前提はそのままにして︑

あの運営措置法のときに︑結局︑非常薬事をとるということで私

学生運動のことだけをちょっとつなぎますと︑私がやめて官

別の答申のことを官房でやっていた頃に︑まだ非常に荒れておりま

どもは答申したのですが︑あの非常措置をとるというアイデアとい

西田

して︑東大が入学試験ができないときがありましたね︒片一方で四

うのは︑昭和四十四年のお正月にうちでお酒を飲んで寝ていまして︑

その前提が無限に長引いていって収拾がつかないという形だけはス

六答申という教育改革の審議をしているときに︑大臣から突然﹁当

もうこれしかないと思い付きました︒大学は自治ですから全部お任

トップしなきやならん﹂と︒

面する大学教育の課題に対応するための方策﹂について諮問が出て︑

せします︒自治で運営していて︑いつまでたっても大学のなかで結

房にいった頃までずっとまだ続いていまして︑最終的な締めくくり

これを別の委員会をつくってやったわけです︒結局あれは正味三ヵ

論が出なかったら︑それで三ヵ月間動かなかったら大学をロックア

はどうなったかというと︑あれは一九七一年頃です︒私が中教審で

月くらいで当面の大学紛争の処置に関する答申を出したのですね︒

ウトします︒そうしないと全部壊されてしまいますから︒それから

く必要があるかどうかを国会が決めます︒国立学校ですから︒国会

それが文部省で一つの大学運営臨時措置法という法律になったわけ
ずっと学生運動を見てきて︑果てしなく大学で騒動が広がってい

が東京大学を廃止すると決めたら︑もう先生も教授もくそもない︑

半年間してまだ結論が出なかったら︑こんな大学を日本に置いてお

く︑大学の建物が壊される︑授業はできない︒そのときに最終的に

パ！ですよね︒国立大学の最後はそれなんだということで︑そうい

で す︒

どうするかというので文部省の省議をやりました︒あのときは灘尾
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れをやったのです︒

といわれたのですが︑次官のところでとうとう納得してもらってそ

長は高坂正顕先生で︑﹁大学に死刑を宣告するような話はいやだ篇

い付いて︑それでその会議に持っていったのです︒あのときの委員

う最後の引導を渡すというのをお正月でお酒を飲んでいるときに思

すけれども︒

学生ががむしゃらにそれをやろうとしていたのはわかっているので

もそれについて論文を書かれた人は聞いたことがないですね︒ただ︑

立派な評論家がずいぶん文部省で会議もされたのですけれども︑誰

大学紛争が何だったかいまだにわからんといっているのですからね︒

邪道ですけれども︑そういうところまでぎりぎりいって︑一応収まっ

たちが全部なくなるのか﹂﹁そうです﹂と︒まあ︑ああいう一種の

はちゃんと出る︵笑︶︒国会で廃止になったら先生はパーです︒﹁俺

ああでもない︑こうでもないと︒大学が幾ら壊れようが︑俺の月給

が︑それがなければ大学の教授会というのは無限に時間をかけて︑

まさにこれは外科療法みたいなものですね︒私は今でも思うのです

して︑通って二ヵ遷したら臼本じゅうの学生ストが全部なくなった︒

幹事長の一言で︑すぐ法律をつくれといった︒その法律を国会へ出

説明したら︑﹁よっしゃ︑それでいこう﹂と︒やはり鋭い人ですね︒

部会で納得されないで︑幹事長が田中角栄さんだったのでしばらく

収まるわけがない︒なぜ文部大臣が権限を持ってやらんか︒﹂︑文教

文教部会へ説明にいったら︑﹁そんな生ぬるいことで大学の騒動が

思ったときに︑自民党の文教部会に説明にいかなければならない︒

文部省へ訪ねてきまして︑﹁自分は大学で長年先生方と議論をした

のは︑それで東京へ帰ってさましたら︑その明大自治会の委員長が

には屋上に上がって夜が明けるまで議論をしたりしました︒面白い

毎日議論をしていくとずっと変わっていくわけです︒最後の日の晩

とには気をつけろ﹂なんていわれていましたけれども︑一週間毎B

いっているというわけですが﹁ここへ文部省がおる︒これのいうこ

たでしょう︑それが来ていました︒私らはただアドバイザーとして

突入した明治大学の自治会の委員長など︑ほとんどがリーダーだっ

でも覚えていますが︑そこに︑樺美智子さんの紛争のときに国会へ

のリーダーを募集して一週間の泊り込みの合宿をやったのです︒今

北海道の音威子府というところの北大の演習林で︑各大学の自治会

やりました︒一番最後のやつが︑第一次安保闘争の年の暮れです︒

りました︒文部省が主催したらそんなものはだめです︒民聞団体で

だというので︑現場で暴れている学生たちとのセミナーをずっとや

りも︑学生と触れ合うことが補導の先生方の自信を深めるのに一番

後でちょっと写真を見ていただきますが︑現職の先生の再教育よ

た︒たった二ヵ月です︒坂田︹道太︺文部大臣のときでした︒それ

けど︑あなた方の議論を聞いたら︑初めて俺は何をしていたかわか

あの当時は︑そういう答申を出して法律をつくることをやろうと

が出たので︑各大学は学生と筋を通さなくても妥協したか︑それと

らなくなってきた︒今までの専門をやめて︑もう一度大学院へ入り

ぷ

も理屈なしにおまわりを呼んで追い払ったかどちらかでしょう︒し
おこり
かし︑それしか方法はなかった︒そうしたらあとは皆ふっと癖が落

直して勉強し直したいしといってきました︒名前は忘れましたが︑

おといねっ

ちたみたいになって︑あれは何だったんだ︑という格好です︒

その後どういう方向へいったかは知りません︒それぐらい若い人と

ですから︑それは何だったかというのを︑総括していないの

伊藤

をすると︑﹁君︑そういうことをすると就職に損する﹂とか︑﹁それ

彼らがいうのは︑大学のなかでいろいろ指導の先生なんかと議論

いうのは一週間で非常に大きく変わるのです︒

そう︑誰もいわない︒さっきから私がいっているような︑一

ですよね︒

西田

つの動物社会の現象みたいなもの︒学生課長を十年やっていた男が︑
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をやると大学が⁝⁝﹂と︑おためごかしの親切そうな話はしてくれ
るけど︑あなたのように︑﹁おまえのやっているのは間違いだ﹂と
やっつけてくれない︒それが不満だというのです︒先生が親切に︑

君はそうしないほうが得だというような話をすればするほどイライ
ラして余計に怒るのだと率直にいっていました︒東大でいえば林健
太郎さんとか少し居直ったような先生がいらっしゃって︑そういう
人が意外に学生から後まで信用されたのですね︒学生のご機嫌をとっ

ているような人というのはみんなどこかへいっちゃった︒まあ︑余

れを出したときに新聞からはあんまりほめられなかったけれども︑

一つだけ︑東大の手塚富雄先生から︑﹁役所にしては珍しい文章だ﹂

とほめていただいた︒それだけがうれしかった︒
ドイツ文学の︒

なんで手塚先生なのですか︒

大学のなかで補導関係のことをしておられたのです︒

これは閣議で報告になって︑あと一般には出たわけですか︒

公表したのでしょう︒記者クラブには当然配ったはずです︒

だけれどもあんまり問題にされなかった︒
伊藤

計な話ばかりしましたけれども︒

村上

当時の日本共産党の学生対策とすれ違ってしまうといいますか︑そ

実際︑これを見ていて︑詳しく読んだわけではありませんが︑

ていうのはどういうふうに︒

ういう面はかなりにあるのではないかなという気がしたのですが︒

くできた︒ただ︑やはり西田君は理科系の人だな﹂といわれたとい

くて︑次官にいわれたのですが︑﹁あれで説明しておいた︒大変よ

おもしろいのは︑大臣が閣議へいって帰ってこられて︑僕にではな

西田

伊藤

入ったかどうか覚えていません︒少しはあったかもしらん︒

それは手が入りますか︒

の左翼運動の手先に使われて犠牲になることをどうやって少なくす

ダーは裏のほうにおって知らん顔をしている︒学生がそういう意味

て最後に犠牲を被るのは学生なんです︒退学処分とか逮捕とか︒リー

ども︑これが共産主義者の運動の手先として使われて︑騒動が起き

もの意識としては︑学生が純粋なまじめな格好で運動しているけれ

新的な運動の尖兵として使うという方向が強く出てきました︒私ど

これは僕が起案して︑それが原案でまず一番に局長に上げて︑

西田

︹昭和︺二十五︑二十六年ぐらいの非常に政治的な色彩を帯

西珊

うのです︒統計が出ているでしょう︒学生の参加のパーセント︒

るか︑そこにしか我々が精一杯やれることはないと考えておりまし

びた頃から︑共産党の運動方針が︑学生も一つの彼らのいわゆる革

﹁西田君はやはり理科系の人だなって︑天野さんがおっしゃってい

た︒そのうちに︑私がやめる直前かな︒共産党のなかで内部の喧嘩

が起きたことがありましたね︒共産党のなかで分裂が起こつちゃっ

どこかに三日間か傭かこもってお書きになったときには︑デー

り込みをかけたというのがありましたね︒とうとう赤の共産党より

伊藤

西田

もっと向こうへいっちゃって︑赤外線になつちゃった︵笑︶︒こう

た︒そのうちに︑全学連か全共闘か︑学生団体が共産党のなかに殴

学生課の補導係その他が持っているストライキとかの情報というの

いうことをいったのを覚えています︒

ええ︑私が三月からいって︑まだ二︑三ヵ月ですけれども︑

は︑彼らは実態についての資料だけは集めていますから︑その資料

そういう表現は初めて聞きましたね︵笑︶︒

伊藤

タは持っていったわけですか︒

たよ﹂と日高先生から聞きました︒

です ︒

局長が次官に上げて︑大臣まで目を通して︑一応決裁をもらうわけ

この自書をおつくりになったときに︑局長とか庶務課長なん

西伊西伊所
田藤田藤澤

だけは下げていきました︒だけど︑ほかは全部自分で作文です︒こ
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回

儒藤

西田
いや︑驚いた︒

私は専門が物理ですから
︵笑︶

圏全国学生部長会議での文部省提案と

くらいまで連日内輪で会議をし︑知恵が足らんものですから︑東大

の補導の世話をしておられた尾高朝雄先生に二︑三度来ていただい

て︑その先生のお知恵も借りながら文部省提案というのをまとめた

わけです︒その文部省提案の本物はここにあるのですけれども︑ま

た読みにくいし長たらしいから︑それの抜粋だけちょっと見てくだ

いう形で︑学生部長会議を昭和二十七年の秋にやったわけです︒そ

学にこの学生対策を実施する上での文部省としての会議をやろうと

しあげておきますと︑その白書を出しただけではなくて︑全国の大

西田

伊藤

西田

伊藤

西田

伊藤

それはやはり元はこんな︹﹁昭和二十七年七月 教育の問題

もちろんコピ⁝︒これが本物なんです︒

それはコピーですか︒

これ︹文部省提案︺の本物が二つあるからね︒

それは本物ですか︒

さい︒︵プリントを配る︶

れを全国の国立大学全体︑私立大学は別に後でやりましたが︑全国

としての学生運動﹂︺ような紙なんですね︒

アメリカ視察

学生部長会議というものを東京で開いて︑最初の国立大学の会場は

西田

昼飯を食うときにどうしても外へ出なければならん︒出ようと思っ

害しようとするから︑あのときはおまわりさんを呼んで追い払った︒

た︒お茶の水女子大学を取り囲んで私どもが会場に入るところを妨

学生弾圧の会議をやると︑東京都学連というのが押しかけてきまし

西田

伊藤

西田

伊藤

役人です︒部長は先生方︒そうしたらそのときに︑文部省が

課長は役人ですよね︒

課長も︒

部長だけではなくて課長もですか︒

と︒その次に第二として︑学生に対する教育指導としてーーこれが

は︑学生は教育せられるべきであり︑必要な場合には制限も必要だ

ないことで勝手なことをやるのはいかんということです︒第三原則

やるという大学の使命と反してはいかん︒自治会が学問的な根拠の

はだめだということ︒第二電畜は︑学問研究という︑真理の探究を

の原理に合致して役立つものでなければならない︒非民主的なこと

して︑これはごくあたりまえのことですが︑第一原則は︑民主主義

案というのは学生弾圧どころではなくて︑最初に学生活動の規範と

の中の一部だけつくったわけです︒このときに文部省が提案した提

これに関連して︑白書を七月に出して︑その年の分だけを申

お茶の水女子大学でした︒国立大学七二大学の学生部長︑学生課長

部長会議に出したのですが︑部長会議で拒否されまして︑後からこ

たら学生が邪魔している︒そこを無理に押しのけて出ようとして︑

現場でえらくもめたのです

これは後からコピーをとったんです︒ざら紙の︒これを学生

が集まってきたのです︒

わっさわっさとやって︑私はシャツの片袖をもがれたことがありま

を信頼し意思を理解し合った関係を発展させるために︑積極的な計

その会議に私どもが文部省としてのどういう提案をするかというこ

その会議は︑学生は当然学生弾圧の会議だといっていたわけです︒

﹁学生の善意に信頼をおき︑公の協議に学生を参加させることが望

これが学生部長会議で問題になった︒きわめてラジカルな提案で︑

画をやるべきだと︒それはまだいいのですが︑その次の第二方法︑

︑教職員と学生の闘に︑相互の善意

す︒

とを事前に研究しようと︑この白書を書いた後の七月から八︑九月

86

凹

僚がテ；ブルの上で考えた案で︑こんなことを文部省が提案したと

たときに全国の学生部長から︑﹁教育の現場を知らない文部省の官

す︒私は今でもこれは間違っていないと思うのですが︑これを出し

に対する処置を決める委員会に︑学生の代表を入れうといったので

よりも建設的な意見が出てくる︒つまり︑大学の補導委員会で学生

てね︒対等に責任を分担することによって︑一方的利益を主張する

うことで初めて自覚が畠てくるのだと︒人に規制されるのではなく

らを規制するものを定める規則をつくることに自分が参加するとい

間違っていないと思うのですが⁝⁝︑真の自立性というものは︑自

の代表を入れうといったのです︒これは理論としてはその後も私は

分とかを行なうための学校の会議がありますね︒それのなかに学生

ましい﹂と︒つまり︑大学で学生に関する取り締りのルールとか処

とで︑この問題で我々の補導の勉強会をやろうというので︑京都大

年の秋です︒私どもは︑学生が陛下を囲んでわっさわっさやったこ

あのときに私どもは京都の研修会へいっていたのです︒昭和二十六

学生団体で取り囲んだ︒あれは京都大学で大騒動だったのですが︑

昭和二十何年でしたか⁝⁝︑昭和天皇が京都大学に行幸されたら︑

動の発展のなかで︑京都大学で天皇事件というのがありましたね︒

西田

伊藤

きわめてラジカルな提案でしょう︒だけど︑さっきの学生運

これは確かに受け入れられないでしょうね︒

れがそのときのことです︒

に移っていったわけです︒私の非常に辛い思い出ですけれども︑こ

にないという形で︑それからもっぱら研修とかそういうことのほう

現場の第一線の課長方を訓練してだんだんレベルを上げていく以外

をしました︒そのときに︑﹁君たちはどういうつもりであれをやっ

学の学生部長に頼んで︑その運動のリーダー数名と私どもの研究会

学生参加の問題ですね︒

たのだ︒我々はこう考えるのだ﹂という議論をしました︒私は︑そ

いうこと自身を秘密にしてもらいたい︒こんなことが現場に知れた
伊藤

そこで拒否されてこれを撤回してしまったのです︒だけど︑

にいっていた仲間とが京都の寺町の飲み屋の二階でその晩話し合い

西田

ういうきわめて戦闘的な学生たちとも︑話しをすれば我々の気持ち

ら学生の収拾がつかなくなる﹂と︒

それから十何年たってフランスの騒動が起きた︒そこでスチューゲ

とそんなに食い違わないという自信を持ちまして︑学生を参加させ

その後︑まだ学生運動の関係ですが︑どういう経過か知らないの

ント・パティシペーションというのが初めて出てきたんです︒その
いうから︑﹁ばかいうな︒わしらが昔︑今から十何年前にいったん

ですが︑大臣からそれが局長を通じて︑昭和三十一年の十一月から

るということは決して架空の話ではない︒

だ︒ただ現場の学生課長に根手にされなかった﹂と︒ただ︑部長会

翌年の一月までの三ヵ月間︑現職の課長をアメリカへ学生補導のこ

ときに新聞記者や何かが︑﹁日本でこういうアイデアがあるか﹂と

議でそういう強い反対だったのですが︑その当時︑部長︑課長のな

羽合を出るときに︑まだ日本航空なんかろくになくて︑パンアメ

とを実地視察にやるといわれましたので︑私はアメリカの現場を見

と︑九州大学の垂水君︒そのときに私がしみじみ感じましたのは︑

げカンでいきました︒アメリカのサンフランシスコへ着いて︑最初

かで二人だけ︑﹁文部省のいうのはもっともだ︒現場でやろうじゃ

現場で学生と四つに組んでやっている課長はこれをやる自信がある

の一ヵ月間は︑日本に指導に来たときの主任の先生のユタ州のブリ

てきたいというので喜んでいかせてもらった︒

のです︒部長というのはほとんど遠いところがら見ていて指図して

ガムヤングというモルモン教の大学へいきました︒このあいだ冬季

ないか﹂といったのがおったのです︒京都大学の厚生課長の角南君

いるだけで自信がないのだ︒これは部長にいってもだめだ︒あとは
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十幾つの大学を訪ねて帰ってきたのです︒

月間で︑東部のボストンとかハーバードとかいうところをまわって︑

月間は︑その人を頼ってミネソタにいきました︒そして最後の一ヵ

プをとっているのがミネソタ大学の学生部長でしたので︑次の一ヵ

日本への講師団を送ったアメリカの厚生補導の団体のリ⁝ダ⁝シッ

の大学へいっては学校のなかのいろいろな活動を見せてもらった︒

時間︒その先生の大学へいって︑一ヵ月聞素人下宿へ入って︑そこ

オリンピックをやったソルトレイクまで飛んで︑そこからバスで一

ということを考えて︑これは後の話になるかもしれませんけれども︑

いる︒こういう場所が日本の大学にはない︒だからそれをつくろう

に出入りをし︑先生方もやってきていろいろ社交的なことをやって

があるわけです︒学生が自主的に運営していて︑そこに学生は自由

ゲント︒ユニオンという︑日本では︑学生会館 と訳している施設

とまった一つのコミュニティーとして近親感を持つためのスチュ⁝

に︑アメリカのなかで非常に感心しましたのは︑教師と学生とがま

ミネソタへいったり︑ブリガムヤング大学を見たりしているとき

何もわからないから︒そういうので苦労しましたけれども︑だんだ

す︒夜寝ているときに英語で話しかけられて︑ハッと目が覚めてね︒

が分かると思ったら︑とにかくまあ︑英語が耳から入らないわけで

入って︑終戦後アメリカの調査団とやりあいをしたので少しは英語

だろうと思います︒

敗かもしれませんけれども︑しかし︑その後は何か役に立っている

たのです︒それも学生会館の管理権が問題になった︒それも結局失

西田

伊藤

これは国立で最初にお茶の水大学にやって︑早稲田がやられ

そうですね︑これは巣窟になったわけですものね︒

その学生会館が騒動の種になりました︒

学生会館設立というのを帰ってきてやりだしました︒やりだしたら︑

んやっているうちに︑三ヵ月目に帰るときにはタクシ⁝の運転手さ

最初の一ヵ月間のときには厚生補導どころではない︑素人下宿へ

んと世間話をするくらいになりました︒これは厚生補導ではありま

抜きにして自由に言葉を鐵すということが話しなんだということが

あしゃあとやっていて︑ステータス・コンシャスネスというものを

﹁アイ・ドント・シンク・ソi﹂なんて平気でいうでしょう︒しゃ

と︑学長であろうが何だろうが︑﹁ユi﹂は﹁ユi﹂なんですね︒

識が無意識に言葉を抑えてしまう︒向こうへいって学生を見ている

う意識があると︑それに応じた話し方をしなければならんという意

生であるかで言葉遣いも変わってくる︒俺は彼よりも若いのだとい

のを意識せずに話しができませんね︒相手が学長さんであるか︑学

す︒日本だったら︑年齢の関係︑地位の関係︑立場の関係というも

密に習ってもだめなのは︑日本人のステ⁝タス・コンシャスネスで

寝室と勉強場はあるのだけれども尋問がないのです︒リビングルー

るところ︑遊ぶところをつくったわけです︒伝統的な寮のなかには

ごとを一つの群としてまとめて︑そのなかに︑寝るところと勉強す

ンシプルで寮の大改造をやりました︒一年生から五年生まで三〇人

常に頭にありまして︑私は後で木更津高専にいったときにそのプリ

は︑人数の限度が三〇人だ︒これは自分の経験だと︒そのことが非

のモラ⁝ルというものをつくって自然に調和した活動をするために

テムを持ってこなければ秩序がたもてない︒彼らが一つの自分たち

は︑人間というものが三〇人以上超すと外からコントロールのシス

ここの寮で何十年も寮を世話している人が︑学寮の運営というもの

生の寮というのが一番の問題でした︒ハーバードにいったときに︑

もう一つ︑これもいい経験でしたが︑私どもでは学生の施設で学

わかった頃から︑平気で書葉が出るようになりました︒非常にいい

ムがない︒仲闘が集まって話をし︑遊ぶところというのをつくった︒

せんが︑私はいうのです︒我々の英語というのが学校でどんなに綿

経験でした︒
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戸の牢屋敷のなかで牢名主がいじめているのと同じだと︒あの集団

リンチをやったり︑これは限りない︒君たちのやっていることは江

やらないで十把一絡げの寮だと︑必ず上級生が下級生を使ったり︑

それを群ごとにやって︑それの連合体として寮を運営する︒それを

思うのです︒私はアメリカの学生指導を指導してくれた先生方の現

はないはずです︒現場を離れて︑よくそんなことがあったものだと

西田

先生は一ヵ月︑

所に〜週間とか二週間というのが多かったような気がするのですが︑

三ヵ月も旅行させてもらうなんていうことは︑現職の課長で

一ヵ月とボンボンと使っていらっしゃるから︒

的な病理現象を克服することは︑ハーバードで習いました︒

るのだなということを思いました︒

場を見て︑いかにも彼らが言っていることが現場のなかで生きてい

そもそもその話はどこから出てきた話なのですか︒

もう一つハーバードで感心しましたのは︑有名なビジネススクー
ルがあります︒そこの一番特徴的なのは︑マネ⁝ジメントというの

伊藤

ている最中に課長になった︒あれがキーパーソンだから︑あいつを

を本当に身につけるには︑経営学の書物を読むのではなくて︑真体

もう少しアメリカで勉強させたらどうだということではないでしょ

それはわからないです︒おそらく日本に講習で来た先生が︑

後の話になるのですが︑庶務課長になってから大学の事務局長の

うか︒それがアジア財団にまわってきたのかもしれません︒

西田

研修会をやったのです︒そのときに全部事例研究をやりました︒事

ほかに行かれた方はない︒ただ西田先生だけお一人で︒

的にいろいろな会社で起きた問題のケーススタディをやる︒事例研

務局長に︑あなたの大学であなたがてこずって困った事例を書いて

伊藤

ええ︒しかも現職の課長でポストを空けたままでいったわけ

日本の学生指導の問題では︑私が講習会にもいっていた︑そうやっ

来い︒それをグループの中に出して︑議論する︒そうしたら︑学生

西田

究︑それもあそこで習いました︒

部でこんな混乱があったというようなことをやるわけです︒学生と

です︒

三ヵ月︒

学生部がけんかしているのを事務局長が見ていて批判しているわけ
です︒﹁あなたがこの場合の学生部長だったらどう処置するか﹂と
いったら︑﹁それは困りましたな﹂というわけですね︒お互いのア
ドミニストレーションというものの意味がわかってくる︒事例研究
もこのハーバードで習いまして非常によかったと思います︒これは
飛び入りですけれども︑三ヵ月のアメリカ留学というのは非常にあ

ええ︒

その間は課長代理がやるのですか︒

課長補佐がやったのでしょうね︒まあ︑三ヵ月ですけれども︒

三ヵ月というのは考えてみるとちょっと短いような気もしま

多少英語の勉強になったというくらい︒

すけれどもね︒

西田

しかし︑その当時だと日本とアメリカの生活水準の差という

りがたかったと思います︒

村上

伊藤

その日程というのは︑いらっしゃる前に先生ご自身で計画を

立てられるのですか︒

のは物凄く大きいでしょう︒

行く先々は皆日本に講習に来た先生ですから︑あなたのとこ

西田

西田

土産を買ってきました︒ドラッグストアと書いてあって︑ドラッグ

アメリカにいって︑今は普通になっているスーパーマーケッ

ろに一ヵ月︑あなたのところに〜ヵ月とお願いして︑最後に自分で

トというのがあるというのを初めて知りまして︑感心して女房にお
今まで天城先生や木田先生の話を聞いているときには︑一ヵ

まわったわけです︒

村上
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る意味の非常に原始的な血縁集団みたいなものをつくって︑それを

ことをやる︒アメリカ社会で想像できないような︑日本でいう︑あ

して︑その伸間だけの共同生活をして︑そのなかでは絶対服従的な

いう名前がついているのですね︒そこでほかの人たちと完全に遮断

それでその結社に入る︒その結社は︑ギリシャ文字のαβ何とかと

したりするような︑妙な新興宗教みたいなことをやらせるのです︒

そこへ入門するときには︑真っ暗な部屋でろうそくを立ててお祈り

子はフラタニティーと︑何か特別な非合理な結社をつくるのです︒

すね︒あれは一種の秘密結社ですね︒男の子はソロリティー︑女の

大学でソロリティi︑フラ桂庵ティーというのがあるのをご存じで

個人的で自由な行動をしているというけれども︑アメリカの多くの

たんです︒何か孤独な感じがする︒それを感じますのは︑きわめて

カ人の学生というのは道を歩いていて後姿が寂しそうだなあといっ

成しているとか自覚があるとかいうけど︑僕らが見ているとアメリ

学生と人間関係が違う︒アメリカ人の学生はきわめて個人として完

アメリカへ来てみて日本の学生と非常に雰囲気が違うのは︑日本の

そのときに私は向こうのミネソタ大学なんかの親しくなった人に︑

とちょっと違うのですね︒

いう感じはありますね︒彼らが一八歳になったら独立するというの

伊藤

番不得手なところでしょうね︒

自由な個人として誰とでも対等な付き合いというのが︑日本人に一

どこかに椅子を集めて︑そこでコソコソと仲闘だけでやっている︒

えるということが︑何としても私の在任中にはできませんでした︒

んとしろと︒公と私的なものとの区別というものを空間的に切り替

ムレスと同じだ︒これは決してプライベートな空間ではないのでちゃ

学生は︑そこへ来てソファがあると寝転ぶわけですね︒それはホー

は公共の社交の場と考えたのですが︑千葉県の田舎から来た高専の

つくって︑ソファもあるし︑快適な部麗の飾りをしたのです︒これ

日本人は身についていない︒その学生会館のなかに立派なホールを

ね︒誰とでも対等な個人として付き合うという社交というものが︑

るけれども︑それ以外は赤の他人だという風習が日本ではあります

かりしましたのは︑非常に気の合った伸間だけで緊密な仲問をつく

を特別に予算をもらってつくったのです︒そのときにやはり私ががっ

ようなものをつくっていたから︑私は木更津高専で同じようなもの

その点では︑彼らがスチューゲント・ユニオン︑学生会館の

アメリカ人が要求しているということは︑やはり人間性の本性から

西田

西田

くるのかなと思うのです︒私はソロリティーのどこかの入門式とい

いうものが︑教育のなかの欠落しているところだと私は思うのです

だけではなくて何でも売っているのですからね︒

うのを見せてくれといって︑いったことがあります︒真っ暗な部屡

が︑これはどうですか︒
ま︑

さっきちょっと申しあげましたが︑政治と宗教とセックスと

やはりちょっと大人になるところが遅いといいますか︑そう

でね︒めったにそんなもの入れないのだけれども︒

伊藤

難しいものですね︒しかし︑一番人聞の根源的な問題と絡ん

これを教育できる人というのは大変ですね︒

でいるでしょう︒ほかはちょっと上っ警みたいなものでね︒

一番難しいところでしょうね︒

揮藤

西紐
伊藤

それの教育計画というのを︑誰か考えたらどうかと思うので

入れないでしょうね︒やはり人種とかそういう要素が大きい

みたいですね︒

西田

西田

それが学校を卒業してからでもずっと長い付き合いをしてい

るのだそうですね︒

伊藤

すが⁝⁝︒

彼らだけが分かるバッチをつくったり︑かなり小さい頃から
やっているみたいですね︒
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既にこのときもそういう問題がたぶん意識されていたのではないか

理徴収しているという問題なんかもだいぶ出ていると思うのですが︑

常に当然だと思うし︑また︑最近学生自治会の自治会費を大学が代

についての疑問ということを教わった経験がない︒いま考えれば非

けれども︑いま考えてみると︑僕たちも中学︑高校でそういうこと

自治会に学生が全員加入制であるということの問題点があるのです

所蔵

ません︒

りありませんでしたかね︒私はそのことに関心を持ったことはあり

西田

所澤

西田

まだあの当時の学生は自治会をやるというような意識はあま

大阪学芸大になってからは︒

知りません︒

う自治会というものはあったのですか︒

ですけれども︑大阪教育大の前の師範学校の時代なんかでもこうい

に院生協議会とかが健在なんじゃないですか︒この学生自治会なの

この先生の書かれた提案事項のなかに出てくることで︑学生

と思うのです︒そういう点については︑先生はやはり何か行政的な

伊藤

徴収をやるというふうなことは︑ある時期から一般化したのでしょ

大学は自治会を公認するとか︑公認した上で自治会費の代理

処置をとるということはあったのですか︒

西田

うか︒

には︑憲章というものを大学自身がたてるべきだといったのですが︑

いう議論になってくるわけです︒その欠落したところを埋めるため

だけれども︑全員を無理やり入れるという根拠はどこにあるのかと

いきなり任意の結社として自治会が生まれると︑任意の結社は結構

ものをつくり︑それによって自治会が設立される︒その根拠なしに

いという大学側の教育上のプリンシプルを明示した自治憲章という

な経験を積む場として役立つためには︑こういうルールを守りなさ

学生全員を自治会員として自治を認めて︑それが自分たちの政治的

自治憲章﹂というものをつくりなさいというのがあります︒つまり︑

入の自治会というものを認めるについては︑その根拠となる﹁学生

西田

伊藤

私どもは大学への提案として示した中に︑大学が全員包括加

でも︑今は逆にないんじゃないですか︒

取れるから巨額な資金を持って︑それを自治会が取り上げて血を流

伊藤

ね︒

西田

所澤

所澤

西田

伊藤

自治会が大学に頼んだんです︒そんなのちっとも自治ではな

入学金だとか何かの手続きのときに一緒にとられました︒

それは大学の窓口がとるのですか︒

費をとられたように覚えていますけれども︒

所澤

僕が大学に入ったのは昭和四十九年です︒

いですね︒

西田

ちょうど給与の支払いのところで源泉微収をやるみたいです

僕なんかも大学に入ったときには︑最初から四年分の自治会

あれは奨励策なんでしょうか︒

しょうか︒奨励策なのでしょうね︒あんまり金は出さないから⁝⁝︒

いまだにそのことはちっとも進歩していないと思うのです︒

自治会というものはあるのだ︑入るのだ︑それができたら皆従うべ

西田

これを実行した大学はまだありません︒高等学校︑大学で皆自治会

すという︑そういう事態になるじゃないですか︒

どうですかね︑大学は自治会を育てようというつもりなので

きなのだという︑きわめて単純な集団意識ですけれどもね︒

みたいなことはやりますね︒

かなり崩壊してしまったところが多いのではないですか︒

がで︑これが私が剣道部で全国大会で優勝したときの記念撮影です︒

西田

これ︹写真のアルバム︺は番外ですが︑今までお話ししたな

伊藤

地方大学はそうなのですけれども︑やはり東大などはいまだ

私立大学で自治会を名乗っているところは︑大．学からお金が

2002年：9月1

所澤
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71ヨ
回

峯

対＝近心︑最後に京都の西京極でやった三高の応援団です︒私は
この一番先頭に立っていますが︑ここでやったということです︒

西田

伊藤

ええ︑まだアメリカ軍が来る前ですから︒陛下の放送があっ

そういう余裕があったのですか︒終戦になってからでしょう︒

伊藤

私らは最後まで呉工廠の秩序を守れといわれてやったわけで

これは非常に混乱しているという感じとは全然違いますね︒

たら戦争はおわりですからね︒

郷でしょう︑夏休みに帰ったら二ヵ月くらいかかってしまう︒大学
西田

これは学生時代の話でいわなかったのですが︑私は特に朝鮮が故
の二年︑三年のときには帰らないで︑木曾の山のなかに奈良井とい
す︒

これが大阪学芸にいったときです︒これはお話ししませんでした

うところがありますね︒私らの大学の学生の頃は︑そこに泊り込ん
で︑本を下げていって勉強するというのがこの当時の学生では普通
伊藤

これはその宿屋なんです︒これはみんな違う大学の学生なん

たくさんやっていますね︒

ここで作ならびに演出でゲ：テの﹃若きウェルテルの悩み﹄を︑学

のだそうですが︑卒業前か何かに演劇大会をやったわけです︒私が

が︑女子師範の雰囲気をぶち破るために︑学校でやったことがない

西田

生とか事務の人を呼んできてみんなに役をつけて︑舞台照明とかは

でした︒

です︒私はここにおるでしょう︒ここにおる男は︑私が一高と交渉

物理教室から持ち込んで︑こういう芝居を二年閻やりました︒

これは物理教室の床を全部改造して実験できるようにしたときの

したときの一高の全寮委員長です︒彼は一高を卒業して哲学をやる
ために京都にいったのです︒このときにここで一緒になった︒ほか

は一七︑八ですから︑きわめて青春の雰囲気︵笑︶⁝⁝︑この頃に

娘さんが五人おったわけです︒私はまだ二二︑三歳で︑お嬢さん方

学の屋上で︑向こうに比叡山が見えているわけです︒これを一年間

のですが︑それの第六班で私がこの辺におりまずけれども︑京都大

これは私が京都に講習会にいきましたとき︑グループが六つある

お嬢さん方です︒私がまだ三四︑五歳です︒

村のお寺とかそういうところへ止宿しているわけです︒ご飯だけを

参加者でやって︑その後ずっとまた向こうの人がいろいろ個人的に

にこれは皆その後どこかの大学の学長になったりして︒この宿麗に

その宿へ食べにくる︒夜晩飯を食った後︑帰るのがいやだから︑俳

やって来て︑厚生補導の專門研究会をやってくれました︒それが四︑

これは東大の図書館の上で写した写真です︒これがすんだ後︑文

句大会をやろうとか︒七月︑八月置九月と三ヵ月くらいおりまして︑

はきわめて豊かなもので︑私は理科系の人間ですが︑情操教育とし

部省主催ではなくて我々が自主的に学生と触れ合うセミナーをやろ

五年続きました︒

ては︑非常にありがたかったです︒このときに生まれて初めて俳句

うというので︑︹昭和︺三十一年から︑第一回を軽井沢でやったの

二夏いきました︒私は自分個人としては︑ここでの夏休みというの

をつくったんです︒

西田

伊藤

八月にもう海軍はなくなるからというので︒これは呉海軍工

終戦記念で写真を撮るのですか︒

団体です︒ここはお金を持っているのですよね︒そこがお金を出し

本ではB本学生奉仕団と訳しているキリスト教系のボランティアの

西田

観藤

これはワールド・ユニバーシティ・サービスというので︑日

そのWUSというのは何ですか︒

です︒

廠のなかの砲煩実験部と火工部の高等官全部です︒私はこの一番端っ

これは終戦のとき︹の写真︺︒

こに座っているんです︒
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重藤

ああ︑そういう意味ですか︒では︑あとは別な方で続いたの

てくれて︑ここの主催にして︑東大の西村君や私どもがそのファカ

至DEの天城さんのところは各地域の厚生補導研究会という

ですか︒

西田

ルティとして参加したわけです︒これは軽井沢でやったでしょう︒
その翌年は︑これはやはり軽井沢の星野温泉︒このときのリーダー

にしてあちこちでそれが続いておりました︒もうなくなつちゃった

のにスポンサーで金を出して︑IDEからレポートがたくさん出て

これは学生ですか︒

でしょうな︒だけど︑学生補導ということはきわめて学問的︑理論

は蝋山政道先生です︒その翌隼はこれです︑三十三年︑リーダーは
観藤

これはみんな学生です︒前のほうに大学の教員も来ているわ

います︒だから︑私らがやったことはむだではなくて︑それをコア

西田

的に難しい問題で︑しかもやることは苦労の多いことですから︑や

矢内原忠雄先生です︒そういう鐸鐸たる人を連れてきて︒

けですが︑それと学生とがグループをつくって︑アメリカ人がやっ

けれども︑二︑三年で嫌気がさしてやめるわけです︒その経験がど

はりちゃんとした制度的な基盤をつくらないと長続きしない︒私が

最後は安保闘争の年に︑音威子府という北海道大学の演習林へ泊

こにも残らない︒次の人はまた初めてやったような顔をしてやるわ

た講習会と同じようなグル⁝プごとのディスカッションをやったわ

り込みました︒このなかにさっき申しあげた明治大学の委員長がお

けでしょう︒それが残念ですから︑学生部に次長舗というのをつくっ

唯一残し得たのは︑学生部長というのはいい先生が来られるのです

るわけです︒彼が帰ってきてから自分の将来を本当に考え直したと

たわけです︒次長というのは事務官ですけれども︑部長にくっつい

けです︒

いっていました︒

てやって︑部長の経験をある程度吸い込んで︑その後の人にそれを

つないでいく︒それが一つ私のやったことです︒

こういうのを五年間続けてやりました︒﹁学生参加﹂の提案が学
生部長会議で総好かんを食ったものですから︑あとは現場の大学の

本当の恒久的なものとしては︑大学の中に学問研究室としてカウ

たのだけれども断られた︒大学のほうから講座設置を断ったという

ストレーションを講座として置きたい︒それを三大学に頼みにいっ

ンセリングとグループダイナミックスとユニバーシティ・アドミニ

先生方と学生との話し合いをうんと積み上げようということでやっ
これ︹第五回目の軽井沢︺とこれ︹音威子府︺は違うのです

ていたわけです︒

伊藤
か︒

後大学の人に遠慮なしにいうのですが︑大学は森羅万象を研究なさ

伊藤

そうですね︒三十六年に私はもうかわりましたから︒

それは三十五年で一応おわりですか︒

ア財団かどこかが金を出したのか︑学生研究会というのをつくられ

ましたね︒東大総長もやられて定年で辞められてから︑あれはアジ

こちらは主催がWUSで︑こちらは民主教育協会が金を出し

のは文部省が始まって以来ですね︒これができなかったのが残念で

西田

るけれども︑大学というものと学生というものを誰も研究していな

違います︒これはやった後です︒ほとんど直後でしょうね︒

ています︒文部省は金がないし︑文部省が主催するとだめでしょう︒

い︒そういったら反論する人はあんまりいないです︒唯一の例外は︑

西田

こういうことを熱心にやったということでこれ︹アルバム︺を持っ

東大のあの紛争に苦労された矢内原先生は教養部長をやっておられ

す︒結局︑そういう意味で学問的な基礎ができていない︒私はその

てきたわけです︒

伊藤 IDEと書いてあるのは？

2002年9月17日

西田
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回

やっていて︑寮は自治で運営している︒学生に対するいろいろな間

が自治を認めて運営しているんだなし﹁そうです﹂﹁寮のなかでこれ

ました︒海後宗臣先生を顧問にしたりしてしばらくやっておられた

そうですね︒

これのことがやりっぱなしになっているのは︑自治会としてはどう

違ったことの処分をするときには︑補導委員会みたいな学校の委員

伊藤

ユニバーシティ・アドミニストレーションということをいっ

けれども︑先生が亡くなられたらっぶれてしまいました︒先生はし

西田

しているのだ︒それを君たちの手で運営できないのだったら︑寮の

会があって︑そこへ学生の代表が入っているわけです︒寮で間違い

たときに︑大学の人はきょとんとした顔をするわけです︒アドミニ

自治というものを大学は認めなくなる﹂といって︑寮のなかで間違っ

みじみ学生というものを研究しなければいかんと思われたのでしょ

ストレーションというのは何だというので︑英語のああいう説明書

たことを起こしたことが問題ではなくて︑それを放遣している自治

が起きていろいろなことが起きると︑寮の委員長がそこに呼ばれる

を見ると︑アドミニストレーションとは﹁組織をその目的に向かっ

会の責任を糾弾するのですね︒ああいうのを見ていて︑やはりアメ

う︒大学の先生では学生ということを誰も研究していないのではな

て統合するための権力の行使であるしと書いてあります︒はっきり

リカ人はしっかりしているなと思いました︒

わけです︒そこを一遍見せてもらったのですが︑﹁君の寮には大学

していますよね︒B本語に訳せば大学管理になるわけです︒管理と

伊藤

いですか︒

いう言葉をいっただけでも︑大学の人は文部官僚の発想だと反発し

までということにしまして︑次回はいろんな問題がたくさんあると

さて︑きょうはちょっと時間を超過しましたけれども︑そこ

たわけです︒

思うのですが︒

分で自分を治める︒国でもガバメントの中には︑司法︑立法︑行政

治の最大の欠点は︑自治というのはセルフガバメントですから︑自

ということをいっているところでよく私はいうのですが︑大学の自

西田

伊藤

ると思います︒

いったことです︒そのへんのところは次圓に幾つか資料が用意でき

就職問題が一つ︑育英会︑健康問題︒学生会館設置の経過はさっき

ここで学生白書と部長会議はすみましたね︒研修も一応︒問題は︑

今度の独立行政法人でまさにその問題を考えなきゃならなく

樫藤

西照

があるわけです︒大学の自治のなかには立法はあるわけです︒教授

す必要はないですね︒まだ学生課長時代のお話を伺うので精一杯で

この問の質問事項のなかで私が次圃までに資料を出せるのは︑

なったわけですね︒

会が︒行政は大学当局︒司法がないわけです︒司法がないから︑自

す︒

自分で自分を管理しなければいけない︒それから︑大学自治

分の決めたことがまともに動いているかどうかを見て︑問違ってい

西田

十分もってしまいます︒

これだけで一応二時間くらいかかってしまう︒

はい︑ありがとうございます︒では︑これは新たにつくり直

るものを矯正する力が出てこない︒やりっぱなしなんです︒大学自
まあ︑アメリカの大学みたいに︑ポリスみたいなものを自分

治の最大の欠陥は司法がないということ︒

伊藤

アメリカの大学でミネソタで感心しましたのは︑寮の運営を

で雇えば話はまた劉ですけれども︒

西田

﹃学生運動白書﹄というのは︑これはごらんなったのは初め

いいえ︑非常に充実したお話で︒

きょうは少し脱線ばかりしてしまいまして︑すみません︒

西伊西伊
照藤田藤
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2002年9月17日

伊藤

きょうちょっとわからなかった事柄なのですが︑昭和二十六

そうです︒

てでしょう︒

村上
年の六月に視学官におなりになって︑そのあとアメリカの講師団の
最初が京都でありまして︑それから東大と九州でそれぞれ三

研修にご参加なさいますが︑あれは三ヵ月単位の研修ですか︒

西田
その講習を受けている途中で学生生活課長におなりになった

ヵ月ずつあって︑延べにしたら一年聞ぐらいあったわけです︒

村上

いや︑京都ではありません︒学生生活課長を命ぜられたのは

というのは︑京都のときなのですか︒

西田
村上

私はその講習会に最初のときには研修生としていって︑二回

講習会はいろいろなところを︒

九州のときから︒

西田

目からは担当課長として見にいっていたわけです︒だけど︑課長を

伊藤

西田

伊藤

やっていることはそれぞれのところで同じですけれども︑集

同じことをですか︒

三ヵ月単位で三ヵ所やりましたから九ヵ月︒

そうですが︑それは一年単位なのですね︒

命ぜられたのは帰ってきてです︒

西田

める地域が違うわけです︒東京︑京都︑九州︒
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〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

小池聖一（広島大学助教授）
所澤

潤（群馬大学助教授）

村上浩昭（東京都立大学助手）

雪暴落から戦後へ．学寮課の質の変遷

年間学生課長をしているけれども︑大臣室に呼ばれて︑こうやって

学生を取り締まれなんて一言もいわれたことがない︒それが事実だ︒

伊藤

﹁そうはいっても︑役所というものは政治の一つの手足みたいなも

ちのものの見方が非常に自分の固定観念の中にあるんじゃないか﹂

して飼ってくれているのが文部省だ︒そういう点で︑やはりきみた

僕が信用できるというならば︑そういう僕を一〇年間も学生課長と

分程度のお話を伺いました︒残り幾つか︑先生が課題としてお挙げ

ので︑そこの指図の下に動くのだから︑個々の行政窟がどう考える

第四回を始めさせていただきます︒前回︑学生課長時代の半

くださいましたけれども︑そこからお話しいただけますでしょうか︒

かなんていうことは実際には自由がないんじゃないか﹂と︑学生は

学生運動は一応あれで締めくくりにしたいと思いますけれど

西田

か︑俺は今どこにおるか︒そういうあらゆる情報を集めた中から脳

こういう言い方をするわけです︒私はそのときに︑﹁そういう例え

部屋の中へ入れて学生諸君といろいろと話していると︑だんだん

が判断するので︑そのすべての感覚器官の反応なり情報を無視して

も︑後の問題に移る前に︑学生課長一〇年の間ほとんどが学生運動

お互いの気持ちが分かってきて︑こちらもざっくばらんに話しまし

判断するのを気狂いという︒政治というものは我々を動かし︑ある

をいうならば︑もっと突っ込んで考えてもらいたいのは︑人間の体

た︒﹁きみたちは︑文部省といえば虎ノ門の角に化け物屋敷みたい

直感的な政治の方向を決定付ける力を持っているけれども︑一つひ

の問題に明け暮れた私の感想としては︑役所へやってきました学生

なものがあって︑そこが鵜の唾壷の目で学生を取り締まり弾圧しよ

とつの場面における判断というものは︑むしろ我々行政官が集めた

でいえば︑頭というものが自分で何をするかということを考えると

うとしているというイメージを持っているのだろう︒文部省に対し

情報が全部逆に政治の方向を決めているという面もある︒手足と頭

諸君といろいろ話していて感じたことを一言締めくくりに申しあげ

てといっても︑君たちは自分が持っているイメージに対して戦争を

脳というのはそういう関係だろう︒だから僕らは自分が手足である

きには︑まず目の前に何が見えているか︑耳から何が聞こえている

しかけているのだ︒実際のところは︑文部省といってもここには二

ことに誇りを持っているので︑それが自由意思のない人間の行動だ

たいのですが⁝⁝︒

千何百人の人がいる︒そのなかには権力主義者もおれば︑ヒューマ

動政策をもって︑それが内閣を通じてあなた方の末端のところへ指

いっても役所とか政治の組織の中では︑自由民主党というものが反

おられる点があるということはよく分かりましたけれども︑そうは

とをいいましたら︑﹁話をしていて︑先生は非常に良心的にやって

て︑もう少しものの考え方を変えてもらわないといかん﹂というこ

ことも努力しておったということが︑私どもとしては本当のことだ

しあげる学生生活の内容をもっと高めることについてのいろいろな

味できわめてラディカルな提案をしょうとしたり︑これから後に申

う︒しかし︑この前申しあげました学生参加というような︑ある意

省学生課というのは学生弾圧の本山だという目で見られたのでしょ

それなりに分かってもらったような気がしましたが︑所詮︑文部

とは思っていないのだ﹂という謡をしました︒

示を出してくる︒あなた方自身が思うとおりに動けないんじゃない

ろうと思っております︒そんなことを最後の感想として申しあげて

ニストもおれば︑いろいろな者がおる︒そういう事実をよく見届け

か﹂﹁それはきみが勝手にそう考えているだけで︑僕は役所で一〇

99

2002年10月15日
羅璽回

おきます︒

伊藤

それをどうこうするというのではなくて︑そういうことを前

を放りっぱなしにしておいて︑事ここにいたって何とかできると思っ

も︑事がここにいたるまでは誰一人耳を貸してくれない︒その状態

る儒頼感を持てるように何々をしたいといろんなことを申しあげて

げまずけれども︑私どもが平生︑学生が政府を信頼し︑行政に対す

の責任がすまないじゃないか﹂﹁大臣がそうおっしゃるなら申しあ

ではすまないだろう︒何かあるだろう﹂﹁ありませんし﹁それでは君

う事態になったけど何か対策はあるか﹂﹁ありませんし﹁対策がない

ばれたことがあります︒あれは誰だったかな︒﹁学生課長︑こうい

たことはほとんどありません︒

西田

伊藤

もう一つは︑局長との関係はどうでしたか︒

し︑あくまでこれは傍観者みたいなものです︒

を見にいくという形で係宮が出かけていく︒それはあります︒しか

とかというようなことは︑前もって知っておれば︑その現場の様子

メリカからこういう人が来ると羽田でこういう事件が起こるだろう

うなことに対して直接対応できることはありません︒ただ︑今度ア

何かやりうる手段も持っておりませんし︑警視庁が心配しているよ

西田

局長からも私どもがやる仕事について︑具体的に指図を受け

提にして︑対応を考えなければならないという意味では⁝⁝︒

ているから平生何もしない︒そういう形で学生問題ができるわけで

一応状況は局長にはあげているわけですね︒

一度だけ︑第一次安保の樺美智子さんが死んだときに大臣室に呼

はありません︒だめなら私を辞めさせてください﹂といったら︑大

伊藤

そうですけれども︑治安問題というものに対しては文部省が

臣は一言もいわれませんでした︒そういうのが真相です︒

局長には全国の動きとか各学校からの報告は皆あげておきま

最後にといわれたので少し聞きにくくなってしまったのです

西田

伊藤

ずけれども︑だからどうしょうということにはならないわけです︒

一つは︑臼と耳︑さまざまな感覚という場合に︑当時の

けれども︑

局のなかで︑ほかの課との情報交換というのはあるのですか︒

﹁ああ︑そうか︒困ったことだな﹂というだけのことで︒
心逸

学生運動というのは日本共産党がかなり指導権を持ってフラクショ
ンをつくって動かしていたと私は思っておりますが︑そういうこと

まあ︑本当に学生課というのは非常に特殊な分野です︒

学生課の仕事については皆さんやはり自分たちのやっている

離れ小島みたいな感じなのですか︒

西田

伊藤

ええ︒ですけれども︑逆にいえば︑ほかのところが国立大学

についての警察からの情報というのはある程度は手に入っていたの

西田

西田

仕事との関連というものはないから︑意見をいわれることもないし︑

はしておりません︒しかし︑事前にこういう動きがあって︑こうい

を中心にして︑国立学校を設置してそれの運営をどうするかという

ですか︒それとも全然入らないものですか︒

うまとまった運動が起こるかも知れないということは︑警察のほう

ことばかりを考えている︒こちらは私立を含めた全部をやっている

私のほうから積極的に警視庁から情報をもらおうという努力

から積極的に知らせてくれることはありました︒しかし︑そういう

という点では︑むしろ大学局の中の行政としては︑視野が広い大事

伊藤

局の中では課長を集めた会議なんていうのはないわけですか︒

問題なんかも皆そうです︒

な仕事だというプライドは持っていたわけです︒今度出てくる就職

治安的な対策というのは︑大学自身も私どもも何もとる策はないわ

そうですねえ︑だけど⁝⁝︒

もちろんそうですけれども︑情報としては必要なわけでしょ

けです︒

伊藤
う︒

西田
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生課がやっているのだという形です︒だから学生の環境整備のため

もしてくれない︒まあ︑悪口もいわないのですけれども︒それは学

はできていないし︑そういう予算を増やそうというときに誰も応援

しなければならんなんていっているけれども︑何一つ具体的なこと

ないわけです︒これは実に皮肉なことですなと⁝⁝︒学生を大事に

算の下に学生補導費が書いてあり︑家畜病院の予算の何分の一しか

またま不思議なことに︑農業関係の農学校の家畜病院のえさ代の予

に予算事項別表として事項ごとに金額が出ているのがあります︒た

ものが若干あるわけです︒今でも覚えておりますが︑予算書のなか

して大学が学生の面倒をみるときのいろいろな雑用の費用︑そんな

生の環境整備という形で︑大学の寮をどうするとか︑学生補導費と

ですから︑そういうものは皆さんが議論するわけです︒ほかに︑学

だんだん切羽詰ってきて︑私は育英会の予算というのが大きな予算

をするということもあんまりありませんでした︒予算の頃になると

西田

をやらせたり︑学校のなかで反社会的な行動が起きないように︑そ

の当時の中心的な命題は︑戦時体制の中で学生を動員して勤労奉仕

その頃の課長は我々の大先輩として個人的な接触はありました︒そ

であって︑それが戦争中からあったということは聞いておりますし︑

西田

背景だとかいろいろな情報を中で共有していたのでしょうか︒

うな感じだとすると︑昔から行われていることについて︑歴史的な

所澤

はきわめて特殊な分野でしょうね︒

ような行動というのはあまりないわけです︒ですから︑行政として

ろへいく︑そんなことくらいで︑直接的に資金と権力を使ってやる

育英会のお金のようなものが奨学金としていく︑学割が学生のとこ

そうと思わなければ何も効果がないわけです︒お金のほうは︑今の

ではないかという︑あくまで助言指導という格好だけです︒相手が

ている学生部の人たちに︑こうしたほうがいいのではないか︑ああ

う機能が働く場所が何もないわけです︒結局︑現場で学生と対応し

いや︑局議というのはしょっちゅうありました︒そこで報告

の予算というのは︑非常に日があたらない︒アメリカへいって帰っ

ういう目を光らせることが文部省の一番の関心事だったわけです︒

私どもの前のときは学生生活課であり︑その前が学徒勤労課

学生課は文部省のなかである程度ほかのところと隔絶したよ

てきてから︑学生会館という一つの物になるときには少し予算が出

戦後になって切り替わってからの学生課が対癒した仕事というの

は︑一挙に学生全体が貧困化してしまったわけです︒その貧困の学

てまいりました︒それ以外は予算化するものは非常に少ない︒

伊藤

生をどうやって救済するか︒それがきょうの最初の話になるのです

西田先生は︑学生課長ではあるけれども︑文部省の役人とい

う意識は薄かったわけですか︒

観藤

学生の問題についてどうすべきかというのは︑自分の判断で

こちらから見ればそうですけれども︒

でも︑学生と直接接するという点では同じなわけですね︒

内容的につながりがまったくないわけです︒

という方向へ変わってしまったわけです︒戦時中︑戦前のものとは

が︑学生の健康問題とか︑就職問題とか︑学生に降りかかってくる

西田

伊藤

そういうことですね︒

いや︑そうでもないですがね︵笑︶︒学生からは文部省の一

動いているだけで︑局長からも大臣からも指示命令を受けることは

西田

学生部長会議というのは継続的にあったわけですか︒

西田

ちっともありません︒つまり︑行政といえば︑ご承知のとおりに︑

伊藤

ありました︒

困難に対していかにして我々は手を差し伸べて問題を解決できるか

公の金を使って何をやるか︑公の権力を使ってコントロールするか︑

西田

番責任者だと思われている︒

その二つしかないわけです︒学生に関してはコントロールするとい
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伊藤

ええ︒この間申しあげたメーデー事件の直後に大きなやつを

毎年ですか︒

はほとんどありませんでした︒

ういう系統の運動というのは︑私どもが目にするところでは表面上
所澤

西田
やって騒動を起こしたのですが︑それ以後もやはり毎年一回はやっ

あまりないのですか︒

その時代の文部省の対応と昭和三十年代の対応との連続性は

ておりました︒

戦前︑戦中には文部省は学生の思想取り締まりというネガティブな

対応というよりも︑文部省のその当時の一つの感覚としては︑

でも大学でも起こって︑大学に学生課ができて︑という構造になっ

ことをやった︒占領軍が来て日本が民主化されたこの段階において

西田

ていたと思います︒昭窟一桁の思想問題と︑昭和三十年頃の政治情

は︑ああいう過ちを繰り返してはいけないのだという意識が非常に

昭和一桁の時代に思想問題が起こりますね︒それは旧制高校

勢のなかでの思想問題というのは︑かなり性格が違うと先生は思っ

強かったわけです︒そういう色合いを帯びたようなことというのは

所澤

ていますか︒

ストライキ状態になった︒マルキシズムの影響を受けた学生運動が

る数年前に︑京都の第三高等学校で寮全体が学生たちに占領されて

桁代ですね︒九年から十二年︒僕らが入ったときに︑﹁きみらが来

今度は学生課に変えて︑補導︑厚生というのを両方やるということ

らのときに盛り上がりがひどくなってきて︑それではすまないから

やらないのだという看板のかけ替えをやったわけです︒それを︑私

をするのであって︑学生の指導とか取り締まりというのは表面上は

一切いわないようにしておった︒だから︑学生生活課も生活の保護

非常に盛り上がった時代︒そのときに学校は︑先生が寮に泊り込み

にしたわけです︒むしろ戦前から尾を引いている文部省に対するイ

私が高等学校に入ったときは昭和九年ですから︑まさしく一

をして学生と話し合ってストライキの解決を図った︒その頃の学生

メージというものをどうやって振り払うかということが文部省の首

西田

は大変暴れたけれども︑きみたちよりもよく勉強したぞ﹂と先生に

脳部としては非常に強かったのではないかと思います︒

わけです︒あのときには学生が寄って集って配属将校のうちへ押し

たことがありました︒僕らが二年生のときに二・二六事件が起きた

して不満を漏らして︑三高で配属将校を殴ったというので問題になっ

うのが来ておりまして︑こういう軍人たちがいろいろやることに対

から︑各学校にご承知のように軍事教練をするための配属将校とい

ま皆が世の中に放り出されたら社会不安が起きるだろう︒その対策

繊てまいりました︒しかも非常に就職難の時代でしたから︑このま

で︑一二万人という凄い数が幽る︒これがだんだん具体的な問題で

昭和二十八年︑これが新制と旧制の大学卒業生が重なって掛るとき

西田

伊藤

はい︑最初は就職問題ですね︒私が︹文部省に︺来て翌年︑

分かりました︒では︑きょうの課題をお話しください︒

圏不況下における六夢者の就職間題

いわれたことがあります︒だけど︑私どもが入ったときはもう︑満
州事変︑支那事変からだんだん戦争体制に入っていきましたから︑

そういうマルキシズムの影響を受ける学生運動︑進歩的な学生運動
というものがあったとしてもほとんど地下に潜行してしまって︑学

かけて︑﹁軍人がこんなことをするのは憾越だ︑生意気だ﹂といっ

いかんということで︑その頃の総理府に関係各省集まれと呼ばれま

校のなかで芽を出して動くという時代ではございませんでした︒だ

て⁝⁝︑配属将校も弱っていました︒けれども︑マルキシズムのぞ
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んね ︒

といったことを覚えております︒そんなに大した議論ではありませ

として人口のほうが多すぎるというのなら︑これは厚生省の問題だ﹂

それを激化させているというのは全然逆立ちしている︒もし絶対量

したらむしろ就職難がもっと激化する︒就職難の緩和こそしておれ︑

として非労働力人口として文部省が抱えている︒これを世の中へ出

まれて︑日本で育ってきた青年だ︒彼らは大学というところで学生

学生というのは外国から輸入したものではなくて︑日本のなかで生

いうから︑私も三〇代ですから開き直って︑﹁冗談いうな︒この大

つくるからこういうことが起こるので︑文部省はどうするのだ﹂と

ことを覚えています︒ほかの省が︑﹁文部省が戦後やたらに大学を

した︒私ども文部省︑厚生省︑労働省︑関係機関がそこで会議した

代からして︑あの辞めた人たちがその頃に大学生としていった人た

合わせしょうと︑その責任を負ってずいぶん辞めましたね︒大体年

ときに証券会社がある種のお得意さんに利益を戻そう︑損失を埋め

だなということを実感しました︒今から数年前︑バブルが崩壊した

別の分野にいって︑そこで社会の革命を起こすという効果があるの

気という形によって︑普通ならばそこへいかないような人材がある

の近代化の大きなきっかけになったということを聞きました︒不景

た証券事務というものが軌道に乗ってきた︒それが証券業界の現在

職場の革命が起きて︑新しい近代兵器としてのコンピュ⁝タを使っ

社がコンピュータを導入した︒そして︑労働組合ができた︒一種の

何が起こったかといったら︑昔からの徒弟制度でやってきた証券会

す︒その後証券業界の人から聞きましたが︑それから一〇年たって

ローガンをつくりまして︑そのキャンペーンをやろうという形で︑

部省はそういう意味で︑﹁あらゆる職場に大学卒業生を﹂というス

事にしかつかないという先入観がある︒これを打破することだ︒文

最大の問題は︑戦前からのイメージとして大学卒業生はこういう仕

菓がある︒その意味においては非常にいい︒職業がなくて雇ってく

てしまうけれども︑就職難ということが社会の人材を再配分する効

そういう意味で︑景気のいいときには大企業とか有名会社に皆いっ

西田

伊藤

ええ︒そんなに知的なエリートはあんまりいなかった︵笑︶︒

トップまでいったわけですね︒

ちです︒

東京と大阪と九州に︑今でいう日経連︑経団連︑そういう経済団体

れる人がなかったら侭をするかといったら︑あの当時ですから遊ん

しかし︑そうはいっても文部省としてはどうするのだといえば︑

と共同して学生就職対策本部というような看板をあげて︑私は大阪

ら出てきて︑自分で仕事を始める︑雇われるのではなくて雇い主に

でいたら食えません︒自分で仕事を始めるより仕方がないわけです︒

そのときに覚えておりますのは︑﹁そんなに大学生というのは余っ

なる︑この方向へ学生が動いていく︒これが日本の産業構造を変え

や九州へいきました︒そういう地方で﹁あらゆる職場に大学卒業生

ていて安い月給でもいいのか︒思い切って少しまとめて採ろうかし

ていく︒日本の中小企業というのはある意味でそういう人の集まり

その頃の書卓で︑あれはフランス語から来たのでしょうか︑アント

といったのが今の証券会社です︒株屋さん︒私どもは古いことは知

みたいなものですね︒だから︑就職難ということは社会を長い目で

を﹂というキャンペーンーまあ︑大したことはありませんが︑そ

りませんが︑証券会社というのはその当時まで高等小学校出の人が

見ていけばそんなに悲観することではない︒今頃は逆に遊んでいて

レプレナーシップ︒自分で企業を起こそうという精神が学生の中か

場立ちをやる︑いわゆる株屋の集まりみたいなものだったのです︒

も食えるのですね︒親が食わせてくれるものだから︑フリーターと

ういうものを打ち出していきました︒

大学卒業生をまとめてそのときに採った︒これだけは覚えておりま
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て勉強させられる︒そういう就職の開始期限というものの協定をし

就職の斡旋を一切しない﹂という形でやれば︑そこまでは落ち着い

り早くおたおたして就職しようとしても学校は証明書を出さないそ︒

ろうとしない︒大学側が自分で引き締めて︑﹁おまえたち︑これよ

に決めたのです︒不景気な時代ですから︑会社はそんなに慌てて採

経連︑経団連とも相談して︑就職のスタートする限度を確か十一月

出して︑その当時の大学の学生部はみんな賛成してくれまして︑日

トを切るスタ⁝トラインをぐっと抑えようということを僕らがいい

てろくに勉強しない︒これでは悪循環だから︑大学生の就職のスター

が就職難だからといって就職に走り回っておる︒学校もおたおたし

そのときに私どもがやったことを今でも覚えていますが︑大学生

めて困窮した時代の就職難というのは社会的に大きな意味を持った︒

世の中においてそのほうがむしろ心配です︒昭和二十八年頃のきわ

たらどうするのだろうかと思うのですけれども⁝⁝︒豊かになった

の点問題で︑比較的規模の大きい優良企業では公務員試験に就職時

大体ピークは四年の五月くらいです︒その後に公務員試験です︒こ

てきますし︑実際には四年に入る前に早い者は決まってしまいます︒

小池

伊藤

西田

西田

小池

まあ︑そのうちに落ち着くのでしょう︒

いつまであきらめているつもりでしょう︒

から就職をあきらめている学生がたくさんいますね︒

伊藤

いま教員をやっていると大変ですよ︒三年の今頃は浮き足立っ

一方で︑就職を希望しないでフリーターになるという︑初め

一体何をしているのかと思います︒

青田買いですね︒

はあれでしょう︑二年生の頃から就職に走り園っているようですね︒

も野放しになったし︑産業界のほうも統制をやめてしまった︒今頃

も︒だから︑それはむしろ話が逆転しているのですね︒政府のほう

のいい株がまわってきたというのがいけないのかも知れないけれど

れは政府としてはいわれなくてもやるべきだと︒ただ︑それで景気

て︑産業界と足並みをそろえるようにしたわけです︒それが崩れて

ました︒これはそれから大体一〇年くらいは守られたはずです︒と

期を合わせていこうという動きがあるのですけれどもね︒

かなんとかいって︑何もしないでアルバイトのできそこないみたい

ころが︑その後好景気になってしまって︑産業界のほうから︑﹁何

西田

きたから江副氏が頼みにいった︒決して間違っていないことで︑そ

でもいいから来てくれ︒学力なんかは問わない﹂という形できだし

学校の卒業生なら採れそうだと大学の銘柄で多少仕分けをする程度

なことをして過ごしていこうかと︒こういう人が三〇︑四〇になっ

たら︑大学のほうが手綱を外してしまった︒産業界のほうも統制が

で︑大学で何を教わったか︑何を身に付けてきたか⁝⁝︑大学教育

だんだん産業界が︑大体毛並みのいい粒のそろったのがこの

つかないで︑今はバタバタになつちゃったでしょう︒

激になるからもっと遅くしてくれ﹂と頼みにいった︒そのお土産に

家公務員の就職採用を早くやっているのを︑あれがほかのものの刺

の江副︹浩鑑︺社長が︑官房長官の藤波︹孝生︺さんの所へ︑﹁国

西田

うのですが︑それはいかがでしたか︒

とか︑指定校みたいになっているのが結構あったのではないかと思

所澤

ではないでしょうか︒

の中身はあまりあてにしない︑という方向にいってしまっているの

株の景気のいいのをあげたのですかね︒藤波さんは文部政務次官を

それに関連して思い出しますのは︑有名なリクルートという会社

やっておられるからよく存じ上げておるのですが︑立派な方でした

て採用を決める︒それが一番確かだということなのでしょう︒後は

それは会社によってはあったでしょうね︒学校の銘柄によっ

先生の頃は︑例えば東大から何人とか︑どこの大学から何人

がね︒僕らの頃も公務員の採用試験が早すぎるというので抑えさせ
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にはっきりしてきて︑大学生と高専卒業生というのは勉強した年限

ました︒これは後の話ですが︑私が高専にいった頃にその点が非常

入れてから自分らで教育するのだと︑そういう方向へだんだんいき

なことでして︑私が文部省へ出てきた頃には東京の新宿西口のほう

鮮人の問題にちょっと触れておきたいと思います︒これは発端が変

の毛色が変わりますが⁝⁝︑外国人に対する奨学資金の問題で︑朝

府がつぶれてしまって︑その持ち主が消えてしまったわけです︒

は焼け野原でして︑闇屋が走り回っていました︒そこに︑B本の植

財団は継続してあるわけでしょう︒

が二年も違うわけですが︑採用試験も後の訓練も︸緒にやって︑伸

所澤

伊藤

財団はあります︒朝鮮総督府の権威が届かなくなってしまっ

民地時代に朝鮮総督府が日本内地へ来ている朝鮮人の留学生を指導

みたいな学閥をはずすという動きが出てきました︒結局どうなった

西田

びるほうを伸ばす︒大学卒と高専卒との給料の差をつけることをや

かというと︑学閥をはずすと試験の成績の優秀な人が入ってくるの

たわけです︒そうしたら途端に日本内地におった朝鮮人の学生たち

監督するための﹁朝鮮教育会﹂というのをつくっておりました︒そ

で︑どこの会社も有名な学校ばかりになってしまいます︒一つの学

が︑﹁これは我々の民族財産だ﹂といって︑南北に分かれてそれを

めたというような会社がずいぶん出てまいりました︒だんだんそう

校︑東大なら東大の人聞ばかりが増えてしまって︑いろんな私大な

取り合いしたわけです︒新宿の西口にあったその建物に学生が泊ま

れが後には日本の財団法人になって︑﹁朝鮮奨学会﹂という名前に

どから人が入っていた会社が︑一部の国立大学とか早稲田︑慶恋く

りこんで入っていました︒そこで大乱闘が起きて︑血の雨を降らせ

いう方向で︑むしろ実力方向へいくということですね︒逆にいえば︑

らいしか入らなくなるということが起こって︑かえって実力型にす

た︒私はその現場は知らないのですが⁝⁝︑あの当時は淀橋警察と

して土地建物を持っておったわけです︒これが︑敗戦になって総督

るというのがいいかどうかという話も出ていたみたいです︒そのへ

いっていましたが︑警視庁が治安上危ないからそれを警備して全部

大学で教えていることなんてあてにしていないのです︒

んのバランスみたいなことは︑文部省の中では考えられたのでしょ

取り囲んで︑中の者を全部追い出した︒これは治安上困る︒これは

僕が大学に入ったのは昭和四十九年です︒その頃から指定校

うか︒

西田

は早く解散させようという形で調べてみたら︑その法人の所管官庁

何だといったら︑朝鮮奨学会という財団法人だという︒こんな法人

いや︑そんな先のほうまでは知りませんね︒僕は学生課は三

十七年までですから︒

は奨学金を出すところだから文部省だ︒文部省へいったら︑学生課

とりあえずは︑まず職を探してやらなければならないという

伊藤

だ︒こういうことで警視庁が私のところへやってきて︑﹁治安上困

ヘ

へ

彼らは戦争中までは日本人だったわけです︒日本育英会の奨学金

る寮生みたいな者がおりました︒

あってお巡りさんが警備しているのですが︑中にとぐろを巻いてい

ヘ

場へ見にいくことにして係官と麗筆へいきました︒寮は閉め切って

す︒私はそのときに初めてそれを知ったのですが︑とにかくその現

るから︑ああいう団体は早く解散させてくれ﹂といってきたわけで

ことでしょう︒

就職問題はそのくらいです︒

圏朝鮮奨学会に関違して
西田

その次に年代からいって昭和三十年頃のことですが︑ ちょっと話
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それが文部省としての方針だ﹂﹁分かったしということで︑裁判所

それに日本人の側からも信用のある人を入れて︑三者構成で法入を

くれない︒それではずいぶんかわいそうではないか︒せっかく朝鮮

から仮理事の選任がありました︒今度は︑朝鮮総連と韓国居留民団

ももらえた︒敗戦とともに外国人になってしまった︒外国人留学生

奨学会という看板が残っているのなら︑この懸体を育ててやったら

に︑そういう形で今後運営するから︑南鮮と北鮮からこれだと思う

運営するようにしたい︒そういう形の理事の選任をやってください︒

どうだろうかということを考えました︒後から考えると︑それは私

推薦者を出せ︑それを理事に選任してもらってやるからと︒

でもない︒文部省の留学生援助ももらえない︒全然どこからも金を

が朝鮮の威鏡北道の生まれで︑朝鮮人というものに対するいいとこ

伊藤

もちろん学生課長です︒若かったものですから︑偉そうに︑

それは課長の時代ですね︒

これはなぜ船田さんなのですか︒

ているのです︒

はその後何十年︑現在まで南北が一緒にテーブルについて仕事をし

これで両方が推薦した者が理事になりました︒朝鮮奨学会というの

ずいぶん後に出てきたのですが︑これ︹文書︺は昭和三十一年に

西田

伊藤

船田さんが仮理事になっていたのですね︒この崔竜渕という

ろも悪いところも自分なりに知っていて︑朝鮮人と接することが怖

﹁南北朝鮮の代表者は誰だ︒朝鮮総連の議長と韓国居留民団の団長

西田

私が学生課長名でそのときの仮理事に出した文書です︒三者構成で

は文部省に出て来い﹂と大胆なことをいったわけです︒﹁新宿の朝

のは闇屋です︒南正一というのもB本名を名乗っていますけれども

くないものですから⁝⁝︒そういうことを考えて局長にいいました

鮮奨学会を解散するかどうかということで相談したいが﹂というと︑

朝鮮人です︒もう本当の理事はいなかったわけです︒

やる︒一旦これをやった後は外からコントロールしたら承知しない

皆関心を持っているのですけれども︑倶に天を戴かず︑一緒に座る

どちらが北なのですか︒

ら︑あの頃は南北の対立が厳しかったですから︑局長が︑﹁そんなも

のは嫌だ︒それなら別々に来いといって︑かなり上層部と話をしま

伊藤

崔長渕は草屋で分からないですね︒南は北鮮です︒この船田

そという︑これは通知でラブレターみたいなものです︒課長は通達

した︒擦った揉んだしました︒その頃には︑あそこにおった闇屋が

さんというのは日本人です︒

西田

船田中の弟︹享二︺か︒

のをやると火傷をするから︑よせ﹂といわれました︒﹁いや︑私は朝

権利を主張したり何だかで︑財団法人の中身はめちゃくちゃで︑理

伊藤

私は︑裁判所が理事の選任をやって三者構成ができて︑この

を書けませんから⁝⁝︒これはこの後の学生課が何かのときに見つ

事は皆辞めてしまって責任者はいないという格好でした︒財団法人

西認

鮮人が怖くないから︑私の思うようにやらせてください㎏といった

の理事というのは︑理事がいなくなると裁判所が仮理事を選任する

年の十一月にアメリカへ三ヵ月出かけましたから︑陣すぐは知りま

けてきて︑﹁これは公文書ですか﹂と聞きに来たことがありました︒

のです︒そのために︑所管課長の西田学生課長来てくれと東京地裁

せんでした︒それが動き出して︑特に北鮮系の理事がなかなか優秀

ら︑﹁きみがそういうのならやってみうしということで局長から任

から呼ばれました︒﹁文部省としてはどうするのだ篇﹁いま南北の朝

で︑彼がそこでいろいろ借金をしたりして西口に新宿ビルという地

しかし︑相談した結果こうなりましたということにして⁝⁝︒結局︑

鮮というのはどこも色合いがついているのだから︑中立の無色の朝

されました︒昭和三十年頃ですから︑私がまだ三八歳くらいですね︒

鮮人なんていやしない︒むしろ北と南からちゃんと代表を出させて︑
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恩義を感じているものですから︑私が何年か後に評議員になったと

かも︑元朝鮮奨学会の基盤があった︒それを生かしたことによって

監督官庁は文部省になったわけですか︒

きに︑﹁朝鮮で引き揚げのときに家族が向こうで抑留されて︑年寄

上九階建ての建物をつくったわけです︒それが朝鮮奨学会の土台に
伊藤
もちろん学生課です︒

りの親父だけが死んでしまった︒墓がどこにあるか分からんから︑

できたというので︑この人たちはそのときの斡旋をした私に非常に

西田

もともとは朝鮮総督府が監督官庁だったのでしょう︒

なっています︒

伊藤

ええ︑それが昭和何年かに文部省・厚生省共管の民法法人に

菱銀行︑東海銀行︑この間まで住宅公団も入っていました︒それの

いるのです︒現在は新宿ビルは立派な建物で︑この店子は︑東京三

いたら︑﹁西田先生﹂といわれて︑今Bまで評議委員をやらされて

新宿へ帰ってきたときに︑これがあるのを見つけてひょっこりのぞ

から警視庁が私のところへ来たわけです︒私はその後何十年ぶりに

なったのです︒この騒動が起きた頃は民法法人だったわけです︒だ

をもらって︑平壌に入って︑清津まで約一週間の旅行をしました︒

熱烈に歓迎しますと︒これが来たものですから︑北京にいってビザ

地方部に手紙が来て︑西田亀久雄氏と私の女房と︑わが国の訪問を

第四課から

すが︑ハングル文字を日本語に訳してくれました︒朝鮮の対外文化

になりました︒これ︹招待状手紙︺はそのときにもらったコピ⁝で

田先生に恩を返すためにあなたを北鮮に招待しましょう︺という話

一遍墓参りもしたいのだ﹂という話をしましたら︑﹁それなら︑西

西田

納める家賃が年間に十何億と入るわけです︒それで朝鮮奨学会は堂々

伊藤今その牛津が問題になっていますね︒それはいつの話ですか︒
西田

総連という北鮮系の団体がありますが︑東京の総連

たる奨学事業ができるようになったわけです︒
在日朝鮮人の︒

のですが︑一九九〇年︒私のいきたいところは清津のこういうと

これ︹文書︺はそのときに向こうへいく計画を書いて出した

伊藤

一応︑日本の学校教育法による学校にいっている朝鮮人の子

⁝⁝︒一九九〇年十月二十二Bから三十一日まで女房と二人で旅行

西田
在日ですか︒

したわけです︒費用は全部朝鮮奨学会が持ちました︒これぐらい金

ころで︑こことここにお墓があって︑親父はこの辺で死んだのだと

伊藤

在日でも向こうから来ても構わない︒これが年間どのくらい

弟に出すという形でやっています︒

西田

これでいったものですから︑私は女房と二人で周ってきて︑写真

がかかったと︑後で向こうからもらいました︒百何十万かかったの

奨学金を出しているのは︑これは凄いのですよ︑B本育英会のよう

とビデオを全部写してきたのです︒戦後一九九〇年頃に︑北朝鮮の

かと︑きのう調べてみたら︑平成十四年度︑今年度の本館ビルから

な貸与ではなくて︑みんな給費︑やりっぱなしです︒高校生が月額

日本海側の清津の辺りにいった日本人はいません︒それをどこから

ですね︒朝鮮人というのは恩義を感ずると︑我々日本人以上に綿密

一万円︑大学生が二万巻〇〇〇円︑修士課程は四万円︑博士が五万

か聞き伝えてきて⁝⁝︑﹁不審船が消えたとき﹂という毎日新聞に

年間に入る家賃が一一億です︒そのうち沈潜七〇〇〇万が奨学金に

円︒毎月ですよ︒それを︑大学生は六五〇人︑大学院は一〇〇名ほ

掲載された写真は僕が撮ってきた写真です︒そうしたら︑四︑五B

なことをやります︒

どの奨学生を毎年とっているわけです︒これは日本の民間団体の法

前の十月八B︑先週ですね︑連れ込みの人が清津にいったというの

まわる︒家賃その他の修繕費︒奨学金の予算が四聖二〇〇〇万円︒

人としては堂々たるものです︒これもこの家賃収入があるから︒し
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がありましたでしょう︒毎B新聞があのときの写真をもう一遍使わ
西田

れた人たちに教わった方かも知れませんよ︵笑︶︒

いや︑女房に︑あのときによく拉致されなかったなと︵笑︶︒

せてくれと︒こういう戦後の清心の写真なんていうのはほかにない

治犯のように抑留されている人の抑留所が︑たくさんあるのではな

人のなかで︑向こうに適応できないでむしろ反政府的になって︑政

今から考えるとぞっとしますね︒特に清津の近くの丁丁北道の日本

よく撮るときに許可されましたね︒

いかといううわさは聞きました︒

はずですから⁝⁝︒僕が階調の山の上から港のところを写したとこ
小池

このときは熱烈歓迎ですもの︒ゲストですよ︒

伊藤

海側のほうは︑戦後日本内地から北鮮に引き揚げたたくさんの朝鮮

西田
写真を撮ってもよかったのですか︒

すか︒

ろです︒

小池

ああ︑もう自由にやった︒港へいったときに船を写していた

ましたが︑ほかは自由でした︒元の親の墓のあったところは︑あちゃ

伊藤

西田

あれは日本国籍ということで︒

出していません︒

今でも日本育英会は朝鮮人には奨学金を出していないわけで

ら︑鉄砲を持った女の兵隊が鐵てきて︑﹁ノー﹂といってとめられ

西田

くちゃにひつくり返っていて︑町は元の面影もありませんでした︒
町並みもですか︒

日本人に帰化すれば別ですけれどもね︒

伊藤

町並みもすっかり変わっていました︒ここに親父の鉄工所が

はまったく壊れていたけど︑山の姿とかそういうものは同じで︑ふ

﹁清津にいかれた感じはどうですか﹂というから︑私は︑﹁もとの町

て⁝⁝︒みんな通訳をつけて朝鮮語でしゃべっているわけです︒

ころでご馳走してくれました︒最初にマグロの刺身が出てきたりし

西田

をしたのですか︒

生のほうからいろいろ話をされるときに︑大学側はどのように対応

るところが出てきましたけれども︑その当時︑大学の就職問題を先

小池

圏学生の実態調査の実施

西田

西田

あったんだなんていう話をしていたのですが︒ゲストだから︑最後
に平壌に帰ったときに朝鮮労働党の中堅幹部の人が一席設けてくれ

るさとの山はありがたきかなという感じがしましたしといったら︑

う法律を持っています︒その法律で︑大学生の就職斡旋というのは︑

たのです︒平壌の郊外の物凄く立派な特権階級の保養所みたいなと

﹁啄木ですな﹂と日本語でズバッというのです︒露本語を使わない

大学自体が無料職業紹介所としての登録をして︑自分の責任で学生

就職問題の話なのですが︑現在国立大学でも就職部等をつく

だけで知っているのですね︒きょう帰ってくるのでしょう︑拉致家

を世話するという体制にしているわけです︒特に国立よりも私立が

小池

朝鮮奨学会に関連して︑こういう平壌の話︑清津の話から︑

もう今頃は羽田へ着いている頃ですね︒

判が決まるものですから︑大学は就職問題には非常に熱心です︒学

熱心ですが︑学生の就職がどれくらいいいかということで大学の評

労働問題は︑労働省が全体的にやって︑﹁職業安定法﹂とい

族が︒

西田

際に動き回るというのが実態でしょう︒

生部だけではなくて︑学部の主要な先生方が就職口開拓のために実
先生︑もしかしたらそのときにお会いした通訳の人は拉致さ

熱烈歓迎まであったということです︒

小池
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類して︑各大学に︑おまえは今月だ︑あなたの学校は翌月だと︑そ

一年間一二ヵ月︑違う地域の違う大学から全部データを集めて︑こ

先生の頃︑就職問題で大学の先生方はよく動いたものですか︒

きで就職するということをみんなやるのが普通で︑戦後︑私の長男

のときはまだ文部省にはコンピュータがなかったですから︑学生課

小池

も次男も東京理科大学卒業ですが︑みんな先生方の世話で就職しま

長が机の上でタイガー計算機を回して計算したわけです︒この集計

の学校の中で学生名簿からサンプルで学生を任意抽出するわけです︒

した︒実際の会社とのコネからいえば︑やはり学生部の人よりは︑

も学生課の中の一般の職員ではできませんから︒﹁課長は窓のほう

そうだと思います︒不景気な頃でしたから︒大体先生の口利

個々の先生方のほうが︑非常にコネが強いわけでしょう︒先生に頼

に向かって計算機ばかり回している﹂と︑よく悪口をいわれました︒

西田

んで︑いい人を送り込んでもらうということが︑会社としてはメリッ

そういうサンプル調査をやることについては︑ご承知のように文部

省には統計数理研究所というのがくっついています︒ここに専⁝門家

トですからね︒

その次に育英会のお話にいく前提として︑学生の経済生活なり健

予算の中でもっと信頼性のある統計をつくるために︑その当時だん

という程度でした︒理科系の人間として私がいって︑この限られた

ですが︑それはやはり大学の学生部からいろいろレポートをもらう

学生課にいったときに学生課の生活調査の予算というのはあったの

きた統計をタイガi計算機を回して勘定するだけのものです︒私が

いうのがありまずけれども︑これは教育委員会や府県から集まって

というのをやりました︒文部省に 昔 か ら

て文部統計という報告書をつくるわけです︒だけど︑実態調査とい

求める︒おまえさんのところの学生は何人おるかとか︑それを集め

調査︒統計課は都道府県や学校を通じて指定統計という形で報告を

西田

伊藤

伊藤

でも︑法定の調査はやるでしょう︒

なっているとか︑そういう文献資料の調査です︒統計はやりません︒

西田

その頃の調査局には統計課と調査課があって︑調査課は文書

調査書はこんな調査をしません︒どこの国の教育制度はどう

調査局は全然関係ないのですか︒

がいるわけです︒サンプルのとり方とか︑信頼性がどうだとか︑そ

だん普及してきた標本調査︑サンプル調査の方法でもっと実証的な

う︑学生がどれくらい経済的に困っているかという調査はそういう

康問題なりが非常に逼迫してきたということで︑昭和二十八年頃︑

いいデータをとろうと︑全国的な調査をやることを設計したわけで

ところの手に負えないわけです︒これ︹報告書︺なんかを見ていた

この指導も受けましたと書いてあります︒

す︒これだけは︑私は多少自慢しているわけです︒大体文部省の中

だくと︑私は理科系ですから︑出てきた膨大な統計を整理して︑学

私が学生課長になった翌年くらいから︑学生の経済生活の実態調査

に私のような理科系の人間が採用されていないのですね︒法学士と

生がどれくらいアルバイトしているかとか⁝⁝︒これは二冊に分か

戦中︑戦後︑統計課と

文学士ばかり︒

をやったということです︒しかし︑私はその翌年からもっと改良し

でしたけれども︑昭和二十八年十一月頃の一ヵ月聞の生活実態調査

こちら︒この疾病調査は何でやったかというと︑学生課長になった

西田

伊藤

同じ年です︒同じ調査のなかの︑経済生活がこちら︑疾病が

同じ年ですか︒

れています︒

て︑一年間ぶつ通しの調査をやろうとしました︒予算は決まってい

翌年に︑育英会の監督官庁ですから︑学生課長は育英会の評議員と

一番最初の二十八年度の実態調査というのは相当膨大な全国調査

ますけれども︑サンプルの採り方で︑日本中の大学を国公私立に分
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して育英会の役員会に出るわけです︒そこで育英会の事業報告を聞

て︑結核の費用は半分国がみるとしたらこれくらいかかるとか︒

の頃厚生省のほうも︑自宅を離れている学生の健康保険というのが

そういう形で一撃の目処を立てていけそうになったのですが︑そ

する人が出てくる︒一年聞に何人か現役の学生が死亡する︒その亡

気の毒だから︑これの改善をしたいという形で︑厚生省と私どもと

きましたときに︑奨学金をもらって途中で亡くなって奨学金を辞退
くなっている学生の三分の一が自殺だったのです︒大変な数ですか

総理府の人と集まって会議がありました︒健康保険というのは︑生

を覚えていますが︑その後の経過は覚えておりません︒厚生省の健

ら心配になった︒表向きにはあまりしないですから︑びっくりしま

結核ですか︒

康保険翻度が改良されて︑学生も寮などで健康保険が使えるように

活の本拠に親がおって︑そこが保険料を支払うと︒生活の本拠とい

小池

まだその頃は結核です︒昭和二十九年頃ですね︒しかも︑そ

なってきたので︑これは調査しただけで立ち消えです︒

した︒各大学にデータは残っていますから︑内密で学生の自殺調査

西田

結果が出たということですね︒

うのはどこだといったら︑下宿や寮はだめだ︒その構談に︑どうい

の学生たちは︑あの当時の健康保険制度からいえば︑自宅を離れて

園芸

こういう調査をしたことが一つの刺激になった︒学生の病気

もやりました︒戦前︑戦中︑戦後のこともできるだけ集めてみまし

いる連中は︑医療費の支払いを親の健康保険で払ってもらえないの

をしている度合いも分かった︒

西田

やはり結核が一番多いのですか︒

うわけですかねえ︑総理府のほうから︑昔の最高裁みたいな戦前の

です︒生活の本拠が親のところにあって︑寮とか下宿というのは仮

伊藤

この当時は一番多かったです︒

たら︑おもしろいことに戦争中のあの厳しい時代というのは自殺が

住まいだから健康保険の適用はされていない︒そいつは困るから︑

西田

しかし︑もうそろそろ結核は⁝⁝︒

大審院というのがあったでしょう︒そこの判事をやっていた人が出

これで医療費が幾らかかって︑誰が払っているかというのが全部出

伊藤

昭和二十九年頃は︑まだペニシリンなんて出てこない頃では

ほとんどないのです︒一種の違う意味の緊張感があるわけです︒む

ているので︑この調査を土台にして学生健康保険組合というのをつ

西田

てきて︑﹁生活の本拠なんて分かりきっている︒仏壇のあるところ

くろうとしたわけです︒そのために︑学生が年間にどれくらいの病

ないですか︒

しろ戦後の経済的に困ってこういう拘束力がなくなったときにどん

気にかかるか︒この調査の一番後ろに厚生省の病気の種類の一覧表

いやいやいや︑もう出てきていると思います︒

だ﹂と︒戦前の人からいえば︑長男が仏壇︑生活の本拠は仏壇のあ

が載っています︒これごとに全部︑学生に毎月こういう日計表をつ

伊藤

そうですが︒この中で結核の次に多いのが精神神経症です︒

どん増えてきた︒それから︑もちろん学生の休学者がどんどん増え

けさせるわけです︒今月は幾ら金を使って︑風邪を引いたとか︒一

西田

るところだというのを聞いて驚きました︒そういう議論が出たこと

ヵ月ごとに大学は本人を呼び出して聞いて︑これを書くわけです︒

ノイローゼ︒こんな資料も結局うずもれてしまいましたが︑貴重な

て︑この統計に出ていますが︑休学者の四割が結核︒

翌月はこの学校︑翌月はこの学校と人が変わっても︑一年間出てく

一つの文献ですね︒今これ︹報告書︺はどこにもないでしょう︒文

部省ももう置いてないのではないですか︒私としては大変未練のあ

るわけです︒この膨大な調査をやりました︒これは大変得意だった
のですが︒こういう形で︑年間の学生の医療費はこのくらいかかっ
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西田

小池

これから後も毎年かやっていました︒学生の就職情報につい

これもずっと毎年同じような調査をされたのですか︒

困ったのは統計課なのです︒これまではタイガ⁝計算機を回して地

の笑い話ですが︑コンピュータを入れて仕事が能率化してきて一番

来こうでしたということがすぐ串てくるわけです︒ただ︑これも後

ら全部資料を出して会議に出しました︒実証的なデータが︑明治以

ても︑年五回くらい︑卒業葡の九月頃︑十一月頃︑翌年の二月頃︑

方から来た報告を集計して︑一年かけて報告書を書いていたわけで

る調査でした︒

卒業した四月︑六月まで追跡調査をやっていました︒そういうサン

す︒コンピュータに入れたら数時間で出てしまうわけです︒統計課

りますか﹂と人間が問われるわけです︒コンピュータを入れたため

プル調査も私が得意として︑設計して︑一応近代的な調査法は確立

だけど︑数理統計研究所があるわけでしょう︒

にきりきり舞いしなければならなくなった︒次は何の調査をする︑

の連中はやることがなくなってしまった︒むしろ︑コンピュータを

伊藤

それは研究しているだけで︑文部省がやる実態調査について

したつもりなのですが︑私が辞めた後は自然につぶれてしまったで

西田

次はどういう分析をすると︒これで統計課の連中からは評判が悪かっ

遊ばせてはいかんといわれるから︑機械のほうから︑﹁次に何をや

相談にいって︑向こうの人に協力を頼めばやってくれまずけれども︑

たです︒機械というのはそういうきわめて皮肉なものがありますね︒

しょうね︒誰もそんなことをする人はいない︒

そんな面倒なことを普通の行政官はやりません︒

人を助けてくれるのではなくて︑余った人手を今度はどうするか︑︒

統計課のほうがそれを引き継いでくださるということもない

村上

です︒

考えるのは人間のほうですから︑機械がそれを問いかけてくるわけ

私がその後官房のほうへ移って︑今度は直接︑調査課︑統計

ええ︑このときはタイガー計算機︒懐かしいですね︒

このとき︹学生の実態調査のとき︺はタイガー計算機ですか︒

私が大臣官房へ移ってからですから︑昭和四十三年です︒

コンピュータはいつ入ったのですか︒

のですか︒

西田

課を所管するようになったときには︑統計課の中にそういうコンピュー

タを駆使する専門家を育てました︒文部省には明治以来のたくさん
の文献があります︒それの数量的なものは可能な限り全部デ⁝夕べー

スにコンピュータに入れることをやらせました︒それが文部省で生
そんなデータは公開されていないのではないかな︒

西田

でも結構早いほうだったのですね︒

昭和四十三年にコンピュータを入れるというのは︑中央宮庁

所澤

情報公開のデータベースとしてはあるはずです︒

まして︑ろくに分かりませんけれども︑とにかくマークシートがそ

きているはずですが︑それを使っている人がいるかどうか︒
西田

いや︑あるんですよ︒資料の目録はあります︒資料もマイク

があるがゆえに︑古いものが整理されていたということではないで

のマイクロ化は官庁の中でもっとも早かった︒先生がやられた仕事

ロ化されています︒文部省はそういう意味では所蔵されている資料

伊藤

労働省ではないですか︒

番進歩しておったのが防衛庁と︑もう一つはどこでしたかな︒

タを入れるときに︑僕らは参考に官庁関係の情報を聞きまして︑一

のまま読めるようなコンピュータという形でやりました︒コンピュー

早いほうです︒東芝と富士通と四つくらいの会社を見て回り

小池

しょうか︒

ああ︑労働省でしょうね︒

その後で出てきます中教審のときには︑そのデ！タベ⁝スか

西田

西田
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小西伊里所
池田藤田澤

その絵を描くのも全部自分で描きました︒

これは凸版にしたのですか︑それとも︒

そのデータをとればいいわけです︒それははっきりしているわけで

層の卒業生の中で進学を断念した者の率がどれくらいあるかないか︑

というのが目的でしょう︒それを測るメジャーとしては︑同一年齢

ならば︑日本育英会の仕事は貧困による就学困難な人を少なくする

ころはないということが分かりました︒情けない話ですね︒学生課

れて初めて︑どの局も行政飼的をはっきりもって仕事をしていると

﹁そんなことが分かるか﹂といわれました︵笑︶︒コンピュータを入

としては何があるのか︒それを一覧表にして出せ﹂といったら︑

の醸的は侮であるか︒その目的を達成したかどうかを測るメジャー

う︒それで各局の第一課長を呼んで︑﹁あなたのところの局の行政

めには︑各局の行政目的が偲であるかということをはっきりつかも

行動を起こす一つの指針を与えるデータだ︒そういうふうに使うた

使わなくたって金がかかる︒コンピュータというのは人間が将来の

タを最高度に活用する責任がある︒レンタルで入れているでしょう︒

らってくるものだ︒もらったやつは使わなきゃ損だ︒使い残したら

う思想が官庁にはないのです︒予算というのは大蔵省に談判しても

西田

小池

ら来た人間として︑お金を使い残して文句をいわれるというのは初

困ります﹂といわれました︒出版におったでしょう︒民間の会社か

そうしたらうちの庶務主任から︑﹁課長︑こんなに金を残されたら

算の中でそれだけ規模を広げたのです︒むしろ使い残りが出ました︒

す︒僕はそれをちっとも増やさないで︑サンプル調査にして同じ予

暴雨

高い︒

必要なものを買えばいいんです︵笑︶︒

めて聞いた︒効率をあげたらいけない︒

西田

大学の法人化でもその点はそうですよね︒とにかく効率とい

予算は︑学生課に昔から学生調査予算というのがあったので

予算はどうなるのですか︒

というのは標本調査の得意なところですね︒それで信頼度が非常に

象にして︑しかも毎月やるという調査を限られた予算の中でできる

つじつまを合わせなければならない︒
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職安紹介がありますから︒
一番遅れているのが外務省でした︒

活版ですよね︒

凸版の絵ではないですか︒

この部分は凸版でしょう︒でも︑なんとなくガリ版剛りみた

︵笑︶Q

す︒ところがほかの局はだめですね︒何もやっていない︒そんな目

翌年減らされると︒悪い制度ですよ︒

ガリ版の一歩進歩したくらいでしょう︒しかし︑日本中を対

的なんて分かるかというわけです︒それで︑コンピュ⁝タとリンク

西蜀

現実にゼロになるなんていうことはありえないのですけれど
もね︒

伊藤

悪い制度ですよ︒僕らも科学研究費をいただいて︑ゼロにし

鐸藤

酸性紙ですね︒先生がこの円グラフをつくられたのですか︒

やはり︑三十一年で紙が悪くなってきていますね︒劣化して

したようなことをやることはあきらめました︒だから︑人間のほう

小池

いる ︒

伊藤

なければいけない︒

四十三年にそれを入れまして︑私らは野心的に︑このコンピュー

西い伊西小伊西
田（藤田池藤田

が機械についていけないのです︒

西田

か︒遅かったと思います︒

いますけれどもね︒外務省は導入したのが四十六年ぐらいでしょう

いや︑いろいろ仕分けしなければいけませんから必要だと思

要らないんだろうな︵笑︶︒

小伊西伊
池藤圏藤

ですよ︒法人化した場合もそれをしなければだめですよ︒それを一々

西田
偶藤

小池

伊藤

やはり法的な根拠があると︒南北朝鮮がよく話し合いがっき

受け取り方次第ですものね︒

そういうふうに理解してくれればいい︵笑︶︒

残したら次の年にそれを有効に使えとまわしてくれればいい

取り上げたら︑誰も使い残す人はいなくなってしまいますね︒

ましたね︒

特に研究費等は︑単年度予算にしたら絶対だめだと思うので

小池

西田

それをやらなかったらつぶすといったわけです︒南北で思想

すけれどもね︒

が違っても︑この土地建物を利用して朝鮮人の子弟のために金を出

い運用をするか︒ここで南朝鮮︑北朝鮮の区劉なしに学生にちゃん

そうですね︒必要な年はうんと要るし︑それほどでもない年
︑
︑
はし

と出すという仕事をやるのならば︑きみたちは協力してやれ︒北か

伊藤

とれます︒なるべく傷めないようにとりますから︒

ら来た︑南から来たという看板をはっきりさせろ︒誰がつまらんこ

すという事業のやり方について意見が違うはずがない︒誰が一番い

できれば先ほどの朝鮮奨学会のものも︒

とをいっているかというのは︑理事会をガラス張りにしてやれば︑

だってあるのですから︒これ︹資料︺後でコピーさせてください︒

これは奨学会自身が出している﹁奨学会の概要﹂です︒

奨学会のためになることをいっているかいっていないかはっきりし

うまくとれますかな︒

それから︑先ほどの談判表というか︑先生がラブレターとおっ

そういう形のものがあるとは知りませんでしたね︒

堂々と南北一緒にやれと︒その後︑僕が知っている限りでは︑公の

てくる︒B本人もそこで聞いている︑監督官庁も見ているのだから︑

伊藤

﹁いや︑別に何もない﹂という︒﹁どうして親子の行き来さえ制限し

席ではちっともけんからしいことは嵐ませんね︒私がときどき一杯

ているんだ︒何の権利があってとめているんだ︒おかしいじゃない

はい︑僕も初めてです︒

書いてありますが︑﹁西田課長の通達によって﹂なんて︒

か﹂というと︑にやにや笑っている︒不思議なものですよね︒

小池

これはどういう性格の文書なのですか︒

それは意地悪というものです︵笑︶︒

飲んで︑﹁あなたたちはお互いに何の恨みがあるんだ﹂というと︑

要するに手紙です︒公文書ともいえない︑私文書に近い︒だ

伊藤

これもおそらく朝鮮奨学会が金科玉条にして︑資料の中にも

それを金科玉条として︒

先生︑今そんなことをいったら︑日本のせいですから︒

田課長の通達により﹂なんて書いてある︒

﹁理事会再建﹂とここに書いてあるでしょう︒﹁昭和何年︑西

外務省だったら﹁半公信﹂といいます︒

ええ︒

局長の許可さえあればいいわけですか︒

それはとりました︒

これを出すためにはやはり局長の許可をとるのですか︒

N

あ︑本当だ︒通達になっていますね︒

では︑これ︹資料︺は皆お預けしておきましょうか︒

奨学援護の議題があったときに︑学生課から中教審に来ている報告

後は育英会の話になりますが︑昭和三十三年頃︑申教審にやはり

西田

囲圏寒育莫会の窮賦

小池

西田

しゃられたものもぜひ︒

小西小女西
池田池藤田

西小西伊西動け西伊
田池田藤田藤ど田藤
小池
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の後に育英会の学生に貸した借金がこれくらいになって︑毎年その

書のコピーです︒これの後ろに育英会の現状︒今のままだと三〇年
伊藤

西田

そうですが︑県のもあるんじゃないかな︒あれは社団か︒

いや︑財団法人はやはり直接の監督官庁は国でしょう︒

小池

社団法人なのかも知れませんね︒ただ︑僕の学生なんかでは︑

金をとるのにこれだけの金がかかって︑につちもさっちもいかなく

伊藤

宮崎県のなんとかの奨学金でお金をもらっているとかというのもい

朝鮮奨学会も金が大きいですから︒財団法人ですけれどもね︒

なるだろうと書いてあります︒最近︑今度は法人化のときに育英会

そのときに︑もうそういう状態ですか︒

そうですが︑朝鮮奨学会は大きいほうなのですね︒

ましたよ︒﹁どうして育英会でもらわないんだ﹂といったら︑﹁育英

伊藤
ええ︑私が予測したわけです︒

伊藤

大きいほうです︒年間純益が十億近く出てくるというのは︑

がだめだというのでそれが出てきたでしょう︒不良債権がたくさん

西田
では︑それも貸してください︒

西田

会は返さなければいけない︒こちらは返さなくてもいいから﹂と︒

伊藤

育英会のことは今から申しあげまずけれども︑そういう点で︑

ある︒育英会も不良債権で弱っているわけです︒

西田

そんな財団はありませんからね︒

学生課でいまだに大きなのは日本育英会と朝鮮奨学会ですね︒

やはり私の頃から既に企業体としてはきわめて弱点のあるものだっ

伊藤

西田

観藤

所管です︒官庁で︑一つの団体を所管するのはどこの局の何

育英会は学生課の所管ですか︒

だけで︑自分で稼いでいるわけではない︒

西田

からね︒

そうですね︒基本財産が大きくても︑今は利子を生みません

たということがはっきりしていたわけです︒

課ということが決まっているわけです︒一般的に財団法人というの

駆也

ほかに学生課として所管している財団はあったのですか︒

課長は育英会の何になるのですか︒

ええ︑それが滞るばかりで︒

でも︑返還された額だってあるわけでしょう︒

確かに︒

育英会なんていうのは親方日の丸でもらってくるから大きい

は総務課がやっているわけですけれども︑中身によって︑奨学事業
伊藤

育英会以外で民間の財団法人があります︒

は学生課というふうに決まっています︒

西田

して命令をしたり指示したりすることもできるわけです︒ 臼本育英

監督官庁ですから︑役所の立場になれば︑育英会の理事に対

西田

会は財団法人ではなくて特殊法人です︒法律でできているわけです︒

やはり育英事業ですか︒

んが亡くなって︑山に森林が何町歩かある︒その木を切って材木で

育英会法には︑﹁文部大臣の監督に属す﹂と書いてある︒文部大臣

伊藤

出せば金になる︒親父さんがそれを子どもに引き継がないで財団に

の手足として私どもが直接理事に文句をいえるわけです︒だから学

交渉して育英会に渡すわけでしょう︒すべてのルートを握られてい

寄付して基本財産にして︑毎年材木を切って儲かった金だけ奨学金
結構たくさんあるのではないですか︒

るわけです︒

生課長に対してはピリピリしていますよね︒予算も僕らが大蔵省と

伊藤

ありますよ︒

伊藤

を出すという団体ができました︒

西田

それは県の所管になっているものもあるわけでしょう︒

文部省のなかでは育英会の予算というのは一番大きなもので
伊藤

ええ︑育英事業をやっているやつが︒三重県の田舎の親父さ

西樫西伊ノ
田藤田藤テ
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と︑戦争中で兵隊さんが軍事予算で威張りまくって国会がほとんど

十九年︹昭和十九年法律三〇号︺︒これは︑昔の議事録でいいます

いうのが法律でできて特殊法人として生まれたのが︑昭和十八年か

育英会のことを申しあげますと︑発祥からいえば︑B本育英会法と

西田

権者が債務者をきちんととらえていないのですからね︒親方日の丸

ようなことをいっているわけです︒そんなばかな話があるかと︒債

うやって分かるのか﹂といったら︑﹁それが大変なのです﹂という

を戻せと催促すべき人がどこに何人くらいおるのかということはど

の役員会に出て話を聞いているうちに︑﹁じゃあ︑来年この奨学金

学生課長になった途端から育英会の所管になったのですが︑育英会

促する事務が大変な量になってくるわけです︒私が昭和二十七年の

権威を持たなくなったときに︑国会の与野党の議員が議員立法で日

で金はどんどん来るものですから︑貸した金が戻ってこようがこま

すか︒

本育英会法というのをつくって︑奨学事業という誰がみても将来の

いが平気な顔をしているわけです︒

二番目です︒国立学校予算というのが一番で︑その次です︒

日本のために一番いい仕事をやろうということでできた法律です︒

給費にしなかった理由は社会主義だという︒そういうその当時の長

に借金させて親に出させろ︒あるいは︑それを給費にしてはいかん︒

制度の国家を維持するためには親が第一に責任を持つのだから︑親

からといって国が出してやるというのは社会主義だ︒堂々たる家族

は︑子どもの学資というのは親が出すべきもの︒それを親が困難だ

なぜあれをやりつきり︹給費︺ではなくて貸与にしたのかというの

国会でまじめな議論をしたのです︒私どもが後で問題にしました︑

西田

伊藤

そのときの国会の議事録を見てみますと︑おもしろいですね︑

そうだ︑大日本育英会だ︒

立法でできたのですね︒大日本育英会︒

西困

伊藤

ええ︑かかりました︒私どもが在任中にもちろんできました

やはり何年かかかったのですか︒

まして︑なんとか動くようになったわけです︒

はずいぶん消極的でしたが︑もうそうはいっておられないで導入し

じゃないか︒冒に見えないから不安だ﹂というわけです︒理事の人

ら︑帳面ではないからどこに何があるか開けて見るわけにはいかん

タなんていうのはなじみがない︒﹁西田君︑コンピュータを入れた

たいな人が理事でいっているわけでしょう︒こんな人はもうコンピュー

ンピュータ化したわけです︒これは年寄りの昔の文部省の大先輩み

タでやるということを私が提案して︑育英会のすべてのデータをコ

お願いして育英会の経理組織を全部再検討して︑その処理をコンピュー

それでは話にならんというので︑横浜市立大学の会計学の先生に

老型の考えなのですね︒毎年育英会に何億円か出していったら︑そ

から︑まあ︑三︑四年でできたのではないですか︒それができてデ⁝

これは役人が起案したのではないのです︒国会の与野党合同の議員

れが今度は戻ってきて︑そこで貯まった金がぐるぐる回るだけで育

に差し押さえますよというところまでいかなければいかんわけです

タをいろいろ出させてやってみると︑返還状況が非常に悪い︒戻さ

そういう格好でスタートしたのですが︑貸付を受けた人が返還す

ね︒それをやったときに︑家まで押しかけていって無理やり強制執

英会は自動的に動けるようになるはずだと︑総額何百億円で動くの

る期限というのは平均して一五年間です︒学校を卒業してサラリー

行するというところまでやるのか︒それをやると大変なのですが︒

ない人に手紙を出して督促しても返事をしない︒借金ですから最後

マンになって稼いでやると︒そういう格好になっていきますと︑だ

そういう催促にまわる人たちを育英会が職員として持って︑その地

だという計算までできているのです︒

んだん返還が滞ってきて︑その滞っている人に遅れていますよと催
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域に出かけていってやるのにどうするか︒そのためのオートバイを

を養うときにまた借金をする︒これはもう貧乏の悪循環だ︒こんな

ではない︒しかし︑子どもに借金が残る︒その子どもが次の子ども

悪い制度はやめて全部給費に切り替えるべきだ︒貸費にしたからと

買って︑その人は郵便局︹のポスト︺みたいな赤い着物をして︑周
りの人がびっくりするようなスタイルで家に飛び込んでいくと︑そ

ことでやりましたが︑相沢君はうんとはいいませんでした︒彼が主

いったって二・五倍しか使えない︒こんなばかな制度はないという

育英会のどこかに書いてあったな︒さっ

計局の総務課長になったときに︑﹁西田君︑君がいっていたのは本

こまでやるのか︒本当にそういうことの計画も︑返還︑督促計画ま
︑あの当時で︑い

で考えてやりましたら

きの下のデータの中に書いてあり ま し た か ね

私はそのときにも本当に心からそう思いました︒給費制度のほう

当だったな﹂といいましたから︑﹁今頃いっても遅い﹂といってお

そして︑回収してきたやつを次に使うときに︑平均一五年ですから︑

がはるかにお金を与える値打ちもあるし︑金の運営の効率としては

ま貸し付けている金を毎年三〇億円取り戻さなければならない︒三

その間に貨幣価値が下がってしまうわけですね︒明治以来の物価の

いい︒ところがばかなことに︑B本の育英会の貸費制度というのは

きました︒

変動をずっととりましたら︑一五年聞の平均の貨幣価値の低下とい

世界でも非常に珍しいものですから︑アメリカがまねしたのです︒

〇億円回収するための費用が三億円かかるのです︒人件費がかかる︒

うのは︑昔貸した一〇〇円が戻ってきたときには︑平均六〇円になっ

アメリカの連邦政府というのは教育の権限を持っていません︒オフィ
一遍入れた金が無

が︑アメリカの防衛教育法という法律をつくったのですね︒防衛は

てしまうのです︒しかも一割の手数料がかかる︒

私は理科系ですから︑無限級数の計算をしたら︑一つの金が無限

連邦政府の権限です︒アメリカは︑ソ連がスプートニクを上げたか

ス・オブ・エデュケーションというのが中央にありますが︑あそこ

に使えるのではなくて︑何倍に使えるのかといったらわずか二・五

ら︑あれに負けないようないい教育をするための金だと︒給費はもっ

限に回っていくのではないということに気がついたわけです︒

倍です︒だんだん︑六割引六割に減っていく︑それに手間がかかる︒

ね︒動きがっかなくなったのではないかと思います︒

たいないから貸費にして︑B本の育英会と間じように貸費制度で戻

うので︑私は学生課長のおしまいの頃に大蔵省の主計局に談判にいっ

伊藤

二・五倍にしかならない︒そのために膨大な手間をかけて︑法律を

たことがあります︒そのときの文部担当の主査が︑今ときどきテレ

になったのですね︒国立大学の教官になりましたので︒高等学校の

すというのを向こうが始めました︒その後あれはどうしていますか

ビに出ますね︒自民党の税制調査会をやっていた相沢︹英之︺君と

ときにもらっていた分はずっと後まで返済していましたけれども︑

つくって差し押さえまでやるのか︒こんなばかな話があるのかとい

いうのが出るでしょう︒彼が担当です︒大体貸与にしたというのは

物価が変わったでしょう︑非常に安い感じになりました︒

どもの借金になるというのは︑親の因果が子に報いるという制度で︑

いったら子どもの借金になるわけです︒親が貧乏なために学資が子

べき金を出せないから借金させる︒そうすると誰の借金になるかと

は給費が普通でしょう︒ローンでやるというのは民間にやらせてお

西田

小池

村上

これからはだめですよね︒世界でもスカラーシップというの

デフレの時代はきついですね︵笑︶︒

経済成長の時代はいいですよね︵笑︶︒

僕は自分で育英会からお金を借りまして︑大学院の分は免除

昔の先輩が社会主義ではないと決めたのはいいけれども︑親が出す

これぐらい封建的なことはない︒親が貧乏というのは子どもの責任
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︸ 霧曜 し し

今は民間でロ〜ンがありますよ︒

ナぶよ︑︑o

野鴨

社会全体のためのエリート養成が必要だという時代が来ていると思

うのです︒そのための手段として奨学金は必要じゃないか︒

て︑みんなに補助金を出して︑出し切れないものですから中途半端

これだけ大学が膨大になってしまって︑私立学校が際限なく増え

に切り替えるという方針を問題にしましたが︑誰も相手にしてくれ

な補助金で︑各大学も中途半端な教育をしている︒この悪循環を断

ありますね︒だから育英会はそういう格好で私のときに給費

ないし︑そのためには育英会法自身を変えなければならないですね︒

ち切るのには︑私学助成金というのをやめて学生のほうに目をつけ

陽解

育英会法というのは︑私が担当したときに見てびっくりしたのです

てしまう︒幸い入試センターが能力調査をやっていますね︒例えば

あの何櫛比の教科のなかで平均六〇点以上とった人聞はエリート層

が︑カタカナの法律なのですね︒

昭稲十八年︑大日本育英会法﹁大日本育英会ハ優秀ナル学徒ニシ

としてみなす︒この中の生活状態の困る人には全部スカラーシップ

立学校なんかはそんな人を無試験で入れますでしょう︒そうすると

テ経済的理由ニヨリ就学困難ナル者二対シ学資ヲ貸与シ以テ国家有
私はこれは教育基本法違反だというわけです︒教育基本法では︑

入学試験問題も解消するわけです︒だから︑テストであるレベル以

をつけると︑本人に持参金をつけてしまうわけです︒そうしたら私

能力に応じる教育を受ける権利があると憲法でいっているわけでしょ

上の人は学校が取り合いです︒学校に奨学金を提げて来るわけです

用ノ人材ヲ育成スルコトヲ目的トス﹂と第一条に書いてある︒

う︒国家有用の人材を育成するというのは昔の考え方で︑育英とい

からね︑私学なんかはもう︑﹁いらっしゃい︑いらっしゃい﹂でしょ

私はむしろ国家的な見地から学生に着目して︑学生を助けること

うことよりも学問奨励ということに質を変えるべきだ︒そのために

語文に直したいといったら︑局長から叱られました︒﹁おまえ︑ば

なので学校を助ける必要はないのだと︒そういう学生が来ない学校

う︒そうしたらいいといったのですが︑これは誰も相手にしてくれ

かなことをいうな︒あの法律ができたときは今の大臣の並木︹亨弘︺

がつぶれると︑それは仕方ないでしょう︒おたくさんの店が悪いの

はこれは全文改正して︒カタカナの法律というのは︒文語文で句読

さんが担当課長だ︒あの人が計算してつくったので︑国会にはあの

だから︒これもきわめてラディカルな意見で︑あまり実現性がない

ません︒私学助成の大変革ですからね︒

議員立法のときのお偉方が与野党にたくさんおる︒そんな法律の改

のですけれども⁝⁝︒

点がないのですね︑あれは参りました︒こんなカタカナの法律は口

正案を出してみろ︒国会でひどい目にあうしと︒そういうものです

所澤我々の大学で学生補導関係で奨学金を与える業務をやったこ

とがあるんですが︑現実的には親の年収で学部生の場合は決まって

ね︒それほど歴史のあるものです︒

今度はどうなりますかね︒きっと育英会法というのは廃止になる

西田

伊藤

まあ︑貸与事業を続けていく気なのか︒私は本当はスカラー

育英会自体はどうなるのですか︒

で︑要するに親の奪収が低く出てくる職層の人しか奨学金がもらえ

でも公務員の子どもはもらえない︒ほとんど自営業者︑農家と商店

んが︑ほとんど無視になります︒現実は︑群馬大学のようなところ

います︒成績は﹁不可﹂がついていればちょっと違うかも知れませ

シップをしたらいいと思うのですが︒やはり昔のように奨学という

ないというのが現実で︑非常に困った状態にある︒

のでしょう︒

ものが一方であるにしても︑私は現在の学校のなかで︑ある意味の
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園琉球育英会への贈与金に関連して

ええ︑育英会も要求しますし︑学生課自身が今の学生生活調

いということをいってくるわけですか︒

西田

これくらいの奨学金をもらう人がいる︒しかも︑その金額はこれく

査から見て︑貧困のために進学困難な人というものを減らすために
西田

らいでなければならん︒人数を増やすか金を増やすかということを︑

つまり源泉徴収をもらえるような人というのはだめなのです

ね︒給料がピシッと分かってしまうから︒

そうです︒臼本では特に戦争後に世の中がひつくり返ってしまった

スなどは違うそうですね︒特権階級と下層階級とでは優秀度が違う

出てきました︒これはB本の社会のきわめて健全な証拠で︑イギリ

と成績の優秀さというのはほとんど無関係だということがはっきり

てみた場合に︑騒本の場合にはありがたいことに貧困度というもの

がまだ分かっている頃に︑あの成績と学生生活調査とを組み合わせ

全国的に膨大な大学進学者の適性検査をやったわけです︒あの成績

当時進駐軍がやってきて︑進学適性検査というのがありましたね︒

いうのは何も関係ないものだ︒これに関連して思い出すのは︑あの

まく掛け算したような格好で指数をつくっている︒貧乏と優秀度と

育英会は偲をやっているかといったら︑貧乏と優秀度というのをう

ら成績﹂﹁では貧乏でなくてもいいのか篇﹁いや︑そうではない﹂と︒

まうのですね︒その新入生たちは大議論します︒﹁それは育英だか

らが貧乏だ︒この一つをどちらにやるのか﹂と聞いたら︑困ってし

かない︒二人の学生がおる︒優秀度はこちらが大きい︒貧乏はこち

たときに︑こういう問題を出すのです︒﹁今ここに奨学金が一つし

課長や官房にいた頃︑文部省に新入生が入ってきて研修をやらされ

に金を出すのだと分かりきったような理論ですけれども︑私は庶務

不必要で︑やってはいかん﹂という︒僕はそのときに会計検査院と

会としてはそれで収入になる︒それを検査院が︑﹁そういうことは

金を銀行に預けたら︑一日違ったって利子が凄いのですよね︒育英

ないか﹂と︒育英会は一日も早くもらいたいのです︒何十二という

とに三ヵ月まとめて渡しているのはおかしい︒毎月渡せばいいじゃ

がやってきまして︑﹁毎月渡す奨学金の元になる金を国が四半期ご

て毎月送金の手配をするわけです︒思い出しますのは︑会計検査院

から育英会へ交付するわけです︒今度は育英会がそれを学生に対し

西田

伊藤

と防衛庁と二つを担当しているのです︒一人の主計窟が防衛政策と

もしろいですね︑大蔵省の主計局の担当主計窟というのは︑文部省

はそんなに出せないといってバサッと切ってしまうわけですね︒お

そういう計算はできるのですけれども︑大蔵省の相沢君のところで

すから︑返還見込み額と国の支出とを足して予算を組むわけです︒

伊藤

アメリカと同じではないですか︵笑︶︒

文教行政と両方にらんでいるのですね︒

西田

そうやって予算をもらってきて︑三ヵ月ごとに文部省の予算

もちろん︒返還の見込みは育英会が出してくるわけです︒で

もちろんそのなかには収入として返還分も入ってくる︒

れくらいというのを出すわけです︒

あの調査から出すわけです︒それで︑来年度の予算は望むらくはこ

から︑貧乏の中にも優秀な者がおるけれども︑金持ちの中にも同じ

けんかしました︒向こうの担当課長に︑﹁そうやって毎月苦労して

もう一つ育英会の関連で︑育英会というのは優秀で困っている人

ようにおる︒さして桐関がないということを確かめたことがありま

ても︑その利子は全部育英会の予算に誹上してあるわけで︑育英会

渡して利子が出ないようにして誰が得するのだ︒うんと利子を出し
育英会の予算というのは︑育英会が来年度はこのくらい欲し

す︒これは非常におもしろかったです︒

伊藤
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それを毎月やれとは何の理由があるんだ﹂といって︑結局︑理屈で

会の事務費に出す補助金が減るのだ︒国の得になるのではないか︒

が勝手に使える金ではない︒それで育英会の金になれば︑国が育英

に学生課長を辞めて育英会の評議員になったときに︑日本の経済が

西田

とですか︒

の定員に見合った分だけ予算の額がどんどん増えていったというこ

後始末をしたという経理の経験が非常に役に立ちました︒普通の行

て財政的な問題で︑それについては︑私が出版屋で会社が破産して

西田

小池

大変なことですよ︒そういうことで︑育英会の監督は主とし

毎月なんかやれば事務も非常に面倒くさくなりますしね︒

すね︒したがって︑もらう人の質も変わってきたでしょうし︒だか

毎年予算というのは要求するものだというのでやっている︒惰性で

然︑それだけ奨学金の対象者は減っているはずだと︒それを︑毎年

えているというのはどういうわけだと私は文句をいったのです︒当

こんなに成長して国民が豊かになったのに︑育英会の予算が毎年増

そうですね︑そういう傾向はあります︒私はそれから数年後

僕が勝ちました︒やはり検査院なんて杓子定規なことをいいますね︒

政官ではそういう経験がないから無理でしょう︒

ら︑ああいうやり方はあまりよくないですね︒育英会の予算に関連

これはぐるぐると回って小さくなっていって︑その分を補填

伊藤

返還される前⁝⁝︑返還は何年でしたかな︒

して一つ思い出しますことは︑昭和三十五年ですが︑沖縄が日本に
昭和四十七年︒

していくという感じになるわけですか︒

西田

村上

三十五年頃です︒沖縄の人にはやはり日本育英会の奨学金は

ええ︑繭の戻ってくる分が少ないから︒返還金が少なければ

また継ぎ足す分が多くなるわけだから︑奨学事業を減らさなければ

西田

いかないでしょう︒アメリカの施政下ですからね︒琉球大学なんて

永久に続いていくわけです︒

所葬

いうのをつくって︑沖縄で私立学校もできているし︑だけど奨学金

先生が会計の仕組みを全部変えられたことによって︑回収率

はだいぶ高くなったのですか︒

をもらえるところはどこもない︒琉球育英会をやろうとしているけ

いや︑遠いところがら手紙を出すくらいですから︑回収率と

贈与して琉球育英会を育てようじゃないかということを考えまして︑

西田

でも︑あれはある時期からきちんと来るようになりました︒

沖縄の人口とかいろいろなものを調べて︑沖縄に金を贈与したいと

れどもお金がない︑ということを聞いて︑私は沖縄にB本から金を

伊藤

そうですが︒先生のようにきちんと戻された人もおるけれど

いうのは大して増えません︒

西田

いう予算要求をしょうとしたわけです︒

やはり占領下ですから︑アメリカの施政権下にあるわけでしょう︒

も︑やはりどこかへ行方不明になってしまう者もおりますしね︒

僕の友人なども育英会から呼び出しがありましたよ︒呼び出

だから︑一番に外務省に相談にいったわけです︒僕はそのときに︑

小池

しに応じていって︑﹁誠意だけでも見せてください﹂といわれ︑一

ていると︑誰に鰐してもざっくばらんに腹の内を見せるということ

今度の拉致の問題ではありませんが︑外交官という公務員というの
最後に差し押さえするまで体制をつくったのですからね︒

をしないのですね︒まず構えてしまって︑自分の考え方を小出しに

万円置いて帰ってきて︑そのあとで大学の先生になったのでお金を
西田

もう一つ︑先生がされていたときは大学の数がどんどん増え

は非常に我々とは違うなという感じがしました︒長年外交交渉をやっ

所澤

しながら相手との折衝をやる︒これが長年の習い性になっていて︑

払わなかった︑という者がいます︒

てくる時期だったので︑基本的に学生の定員が増えてきますね︒そ
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に︑アメリカが文豆をいうはずはない﹂﹁それは外交上羅る﹂﹁あな

てもいいけれども︑アメリカがやらないからうちが出そうというの

ても︑そこへ金を出したい︒アメリカが出すのならこちらはしなく

住んでいる人は国籍からいえば日本人なんだ︒アメリカの施政であっ

です︒﹁冗談いうな︒向こうで困っている人にやりたい︒あそこに

とをするのはアメリカの権益を侵すことではないですか﹂というの

せんけれども⁝⁝︒﹁アメリカの施政のところに日本がそういうこ

り何億円かの琉球育英会への贈与金というのをやりました︒

西蜀

揮藤

琉球育英会というものはあるわけですか︒

そのへんの為替上のことはどうだったのでしょうかね︒やは

円で送ってドルに︒

した︒喜ばれましたね︒

縄にいって琉球育英会の人にそれをやって︑向こうでスタートしま

いはずだ﹂といって︑これも大蔵省を蹴飛ばした︒そうして私は沖

から︑会計検査なんか問題にならん︒会計検査法の法律でも関係な

信用して渡す︒贈与するということは相手を信用するということだ

んと向こうにいったかどうか︑使い方がどうかということを会計検

たが困るというのなら︑私がアメリカ大使館に交渉にいく﹂といっ

伊藤

あるわけです︒向こうの法人でした︒

僕らが話しにいっても外交交渉をされているような感じなのです︒

たら︑﹁それは待ってくれ﹂と︒それで外務省がアメリカの大使館

西田

一方で︑当時沖縄の人たちがB本の大学にたくさん来ていま

査する方法があるのか﹂という︒﹁そんなものはないだろう︒人を

に聞いたら︑﹁ああ︑結構です㎏という︒ざまあみうというわけで

小池

冷たい感じで︑取り付く島がないような︑あれが外交官かも知れま

すね︒

すね︒そういう人たちには育英会からお金は出していたのですか︒
西田

今度は︑奨学金を出すためには法律上の問題があるといって法制
局に呼ばれました︒そのときがおもしろいのです︒沖縄に出すとい

そうだと思います︒

といったら︑﹁そうだろう︒法学士はそんなことをいわないからな﹂

考えたな︒君はどこの法学部だ﹂というから︑﹁私は理学士です﹂

律上問題があるんだ﹂といったら︑法制局のほうが︑﹁うまいこと

か︒リンカーン演説ではありませんけれどもね︒﹁これでどこに法

本人による︑日本人のための教育と︑三拍子そろっているじゃない

教育をするとちゃんと書いてあるのですね︒だから︑日本人の︑日

じような沖縄の教育基本法をつくっているのです︒日本人としての

戸籍法上ちゃんと日本人だ︒しかも沖縄は占領下でも日本内地と同

沖縄の人の戸籍というのは熊本県に持ってきてあったらしいですね︒

上日本人だ︒あのときには︑戸籍がなくならないように戦争中から

小池

まだ昭和四十年頃ですから︑その当時の日本の外交というの

アハハハハ︵笑︶︑いいなあ︑責任を︒

国の動向を見て適宜処理されたい﹂と書いてあった︒

電というのが情けないですね︒﹁問題きわめて複雑であり︑米英各

いて日本政府の対応をどうするかと相談したら︑外務省から来た返

本政府も︑外務省に電報を打って︑こういうイラン国王の提案につ

決議をしましようと提案したのです︒各圏の代表がどうするか︒日

がそれぞれの国の軍事費の何パーセントかを教育に使うという総会

の文部大臣が集まっているところで格好いいところを見せて︑各国

部大臣会議がありました︒まだパーレビ国王だった︒あの人が各国

今度は調査局にいって国際会議があって︑革命前のイランで世界文

もう一つ外交官で思い出したのは︑これは後の話になりますが︑

もちろん︑それは日本人ですから国籍上問題はないでしょう︒

うのは︑アメリカの施政権があるけれども︑あそこにおるのは国籍

と︑法制局の参事官と仲よくなりました︵笑︶︒

西田

向こうへ贈与するといったら︑今度は大蔵省が︑﹁渡した金がちゃ

120

しては一体どうなんだ︒それは国内問題になってしまう︒だから︑

の予算を軍事費と認めたということになるぞ︒それで日本の内閣と

を軍事費とはいっていないでしょう︒あれは軍隊ではない︒自衛隊

て日本の新聞にそれが漏れたら︑あの当時日本政府は自衛隊の予算

務省がそんなことをいっても︑もしそれに日本がここで賛成して帰っ

角が立たないようにやると︒私はそのときに反対したわけです︒外

はそんなものだったんです︒アメリカ︑イギリスの顔色を見ながら

西田

小池

ずいぶん偉い人が来ておられました︒

西田

伊藤

なりましたね︒いわゆる名誉職みたいな感じですね︒

かったかな︒

伊藤

文部省の次官が大体歴代理事長になったりして来るでしょう︒

前田多門︹一八八四〜一九二六年︒元文部大臣︺さんだとか︑

一種の天下りのポストですね︒

は思えません︒

仕事の本質について関連するようなことを理事がやっておられたと

林健太郎︹一九一三〜 歴史学者︒︺さんもなったのではな

こちらとしては賛成できないということにしたのです︒

私が昭和五十九年に肩叩きで役所を辞めてくれといわれたときに︑

その次官から︑﹁育英会の理事になれ﹂といわれたのです︒そうい

でも︑そのときにオーケーしていたらまたおもしろかったか

も知れませんね︵笑︶︒

小池
西田

うところへ天下りすると︑育英会の理事の給料なんていうと凄いで

こちらは法律のことも教育のことも習ったことがないですか

ら︑ずいぶん乱暴なことをやってきました︒育英会については︑あ

すよね︒局長くらい以上に高いのです︒しかも︑二︑三年勤めて辞

めたら退職金をもらうわけです︒僕らはそういうのを知っています

とはあんまりありません︒

小池

からね︑﹁お断りします︒

育英会の組織ですが︑会長があって︑理事長があって︑理事

がいて︑事務局があって組織運営をしている︒育英会のイメージが

たのでは育英会が仕事にならない︺と︒そうしたら︑勝手にしゃが

れといって放り出されて︑半年職事も仕事がなかった︵笑︶︒だけ

一〇年間監督していた育英会に私がいっ

少し分からないのですが︒
西田

ど︑今でも僕は間違っていないと思います︒役人の天下りというの

日常的な仕事は全部各課の事務組織が動かしているわけです︒

予算要求とか︑いろんな大事なことについての政策決定について理

があるでしょう︒あれはお手盛りでいたのですよね︒給与をもらう

それが今だって続いているわけですからね︒

事会が招集されてやる︒そういうところへ私どもも評議員として呼

伊藤

のはまだいいけど︑退職金を二年ごとにもらって凄い金儲けをして

理事長などでも︒

ばれていくというだけで︑そんなに理事その他が重要な仕事をして
小池

ええ︑理事長などでも︒

いるわけでしょう︒

西田

森戸辰男︹一八八八〜一九八四年︒経済学者︑元文部大臣︺

まだ続いている︒

團学鑑会館の管理権警護
西田

最後に学生会館のことにちょっと触れておきます︒

これは︑この

いたとは思いません︒

小池

は会長をやっているのですが︑育英会の資料が著しく少ないのはそ
森戸先生は会長をやっておられましたね︒それから︑歴代偉

ういうことなのですね︒

西田

い人はずいぶんやっておられましたよ︒だけど︑あんまり育英会の
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アメリカの場合も﹁スチューゲント﹂がついているわけです

グルームに耳当するような場所がない︒非公式のところで個人とし

大学には先生や学生が自由に出入りをして︑いわゆる大学のリビン

そのときには管理権の問題なんかが出るどころではない︑学生自治

木更津高専につくったときには学友会館という名前を付けました︒

西田

伊藤

て親睦を深め︑お互いの気持ちが溶け合うような場がない︒これが

会に︑自治会と校長とが正式な契約を結ぼうと︒この管理を自治会

前申しあげたように︑昭和三十一年に三ヵ月間アメリカへいって︑

日本の大学の非常に悪いところだと︒寄宿舎もそれがない︒そうい

に任せる︒したがって︑施設の管理︑運営︑すべてについて自治会

か︒

う意味で学生会館をつくるために文部省の施設部に非常に骨を折っ

は責任を負う︒その中の器物が壊れたら︑自治会が責任をもってそ

アメリカのスチューゲント・ユニオンというのを見てきて︑日本の

てもらって予算をとって︑国立学校で一番最初にお茶の水女子大に

れを弁償する︒鍵の開け閉めも金部自治会の責任だ︒これらのこと

ええ︑スチューゲント・ユニオンといっていました︒私は︑

つくりました︒ほとんど同じ頃に︑考え方として賛成だといって早

ら︑各クラスに当番を決めて︑今月は何年生だ︒その連中の中の当

を守ってきちんとやれば学校が干渉しない︒しかし︑万一この協定

日本では︑前に申しあげましたように︑非常に仲のいい︑ちょう

番を決めて︑朝八時半に来て鍵を開けて︑部屋の中を掃除して︑ご

稲田が学生会館をつくられましたね︒駒場にもつくったのです︒そ

ど血の通った身内だけが物凄く親しくて︑それ以外の人間は﹁赤の

みためを全部きれいにする︒トイレの掃除もする︒﹁それを全部自

に違反したらこの協定を破棄するというところまで書いてあるわけ

他人だ﹂という言葉があります︒だから︑味方か敵かと非常に割り

分らでやるのは大変ですな﹂という︒﹁あたりまえだ︒自治という

うしたら途端にそれが学生騒動の種になりました︒学生会館管理権

切った考え方で︑そういう非合理な結びつきというものを大事にす

のはそういうもんだ﹂と︒少なくとも私が学校で七年間校長をして

です︒そういう自治会長と校長との協定書をつくりまして︑それを

る︒それ以外の人たちとも︑淡々と対等に付き合うという生活習慣

いる間はそれで動いておりました︒その後はよく知りませんけれど

問題という︑どちらが主であるかということでけんかになってしま

がない︒これが一体いつになったら変わるのか分かりませんけれど

も︒本当にセルフガバメントというのは大変なことだということを

全校の生徒に発表して︑学則と同じように学校の規定に載せて︑学

も︑私はやはりそういうものができてこないと︑学生運動における

実感するのが子どもが大人になる一つのプロセスだと思うのです︒

いまして︒だから︑学生会館の建設予算というのは︑西田さんが騒

大学の中の教師と学生の関係も解決しないのではないか︒日本人が

早稲田の騒動もあれは後で収まったんだな︒今はどういう運営になっ

友会館というのを発足させたのです︒そうしたら学生たちは初めきょ

今後世界に出ていって外国人と対等に付き合うときにもその欠陥が

ているのか知りませんけれども︒どうも学生課長は︑学生運動をは

動の種をつくってくれたといって非常に評判が悪かったのですけれ

暴露されるだろう︒これを非常に感じて学生会館は間違ってないと

じめ︑いろいろな形で失敗の連続ばかりです︒

とんとしていましてね︒彼らも自治会で毎朝来てやるのは大変だか

思ったのですが︑どこでもなかなか成功しなかった︒工業高専へいっ

伊藤

ども︑しかしそれが私の夢でした︒

たときに理想的な施設をつくったのですけれども︑それもなかなか

とをおやりになったということがよく分かりました︒その学生会館

失敗といえるかどうか分かりませんが︑ずいぶんいろんなこ
うまく運営されていないようです︒
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に反するようなことをすれば︑今度は学生会館の管理者自身に対し

持ってやっている人がそこを非合法な活動の拠点にして学校の規則

西田

なかったのですか︒

になることにかなりなったわけですけれども︒予測されてはおられ

の場合は︑管理権の⁝問題といいますか︑結果として学生運動の拠点

西田

ようと思っておられたわけではないのでしょう︒

伊藤

西田

伊藤

学生課長から庶務課長に移られますが︑ずっと学生課長でい

これで学生課長のときはおしまいにします︒

そうですね︑これは非常に難しい問題だと思います︒

か他人のものかどちらかなんですね︒

のでしょうね︒公の施設に対する意識がはっきりしない︒俺のもの

拠点になるといったって︑結局︑会館の運営について責任を

て責任を追及するわけです︒そういうことでけじめのっけようはあ

たのだから︑いやです﹂といったことはあります︒

ほかの仕事に変われというのに︑﹁学生課長をやるために来

ると思います︒

伊藤

でも︑自分自身は将来はどういうふうにと思っておられたの

伊藤

ですか︒

まあ︑向こうは実力を持っているわけですからね︒これは非

常に難しい問題だと思いますが︑今はそういうのがなくなってしまっ

西田

さいといってあるのですね︒もう一遍大学の教授に戻りたかったわ

日高先生にいわれてやってきて︑だめなら大学へ戻してくだ

たから︑逆にどうしているのだろうなと︒

所澤

けです︒物理の先生に︒

でも︑まだ駒場なんかはあるのではないですか︒もう駒場も

ありませんか︒

自治会を名乗っている組織はあります︒

いやあ︑どういうふうにしているのかなあ︒

いや︑そういう自治会みたいな︒

西田

伊藤

西田

まあ︑自分のことはあんまり考えていませんでしたな︒役人

現役として戻れますか︒

それはもう︑十何年たてばね︒

いですか︒

だけど︑その間に物理の世界はだいぶ様変わりしたのではな

一〇年前くらいの頃は︑役員を決めるのも二〇名連記とかを

になるとは夢にも思っていなかったわけですから︒だから文部省も

伊藤

特定の勢力が全部の権力を握れるように仕組みができてい

戸惑ったでしょう︒庶務課長の段階になっていくと︑今度は相手が

学生会館が？

ましたね︒確か二〇人役人を選ぶ二〇名連記だったと思うのですけ

B教組とのごちゃごちゃとか︑大学管理法とか何とかという︒

伊藤

西田

伊藤

まあ︑その延長みたいなもの︒

それでは学生課長とあまり変わらないじゃないですか︒

とにかく︑僕ら自身もそうだったけれども︑部室とかそうい

うものは汚くするのが好きでしょう︒コンフォタブルな状況にして

でも︑庶務課長になるということは︑これは一種のエリート

役所ではやはり︑普通の一般の課長から︑庶務課長は第一課

コースに乗るということでもあるわけですよね︒

伊藤
東大の駒場なんかを見ると︑駒場寮と学生会館との管理が連

西田

長︑それが一つの栄進の道ですよね︒そういうことをやった人はそ

日本人がまだパブリックな施設というものを全体のために公

西田

の次に審議官になったり局長になったりするわけでしょう︒

動して︑うまくいかないような感じでしたね︒

所澤

おくと落ち着かない︒

やって︑

れども︒

所小伊所伊
澤池藤澤藤

平に︑しかも誰もが使いやすく運営するということに慣れていない
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一種のパスポ⁝トを持ったという感じになるわけですよね︒

んな人はおりません︒

西田

春山さんや岡野さんが一〇年選手ですけれども︑ほかにはそ

伊藤
後任の学生課長の人選などは︑どうなんですか︒

では︑何人か例外がいるということですか︒

所澤
伊藤

それは上の人の︒人事については全然︑事前に知らされませ

西田

もう一つの例外は︑著作権課長をやった佐野︵文一郎︶君で

す︒次宮になりましたけれども︑彼も十年選手でした︒著作権とい

西田

庶務課長のときは事前に打診があるわけでしょう︒

んし︑命令が来たら︒

伊藤

うのは専門職ですから︑特定の仕事の性質上︑そうくるくる代わっ

学術課長なんていうのはやはり主な大学の主な先生を臨監っていな

たのでは慣れないうちはやれないというような仕事があるわけです︒

ああ︑そうなんですか︒通知なのですか︒

ければいけませんからね︒そういう人に科学官をお願いして学術の

事前に打診ではなくて︑﹁きみは今度庶務課長をやってもら

偶藤
ええ︒

ことをやるわけですから︒

西田

西田

学生課長を辞めてもらうと︒

うから篇とそっと来るわけです︒

樹藤

﹁今度きみは庶務課長になるから﹂﹁そうですがしというだけ

岡野さんから聞いた話がおもしろいですね︒筑波に巨大加速器と

西田

大学局の説明を聞きたいといった︒春山課長がやりましょうといっ

るときに局長が代わられて︑緒方さんという人が局長で来られて︑

たでしょう︒春山課長は大学行政の専門家で︑おもしろいのは︑あ

方がやはり十数年やっているベテランで︑南極探検から全部準備し

た︒学術のほうは︑ご承知かと思いますが︑岡野︹澄︺さんという

さんという︑これこそ戦前からの生き字引みたいな大大学課長でし

な人が多くて︑私がおった頃の大学課長というのは︑春山︹順之輔︺

西濁

所澤

人事のうわさは聞きません︒大学局はもともと専門職みたい

話とかうわさとか︑そういうのも金然ないのですか︒

今度はカミオカンデのところがあれを飛ばしたりしてやっています

決して甘いことはいわれなかった︒やってみなければ分からない︒

というのはおもしろいものでね︒大臣も偉いですよね︒朝永さんは

感激してしまって︑﹁やろう﹂ということになった︵笑︶︒学術行政

なければ分かりません﹂と朝永さんがいわれたものだから︑大臣は

る成果があるのではないですかし﹁いや︑学問というのはやってみ

から質問があったら︑﹁分かりません﹂﹁何か旦一体的にこれで得られ

﹁これをつくったらどういう結果が得られるのでしょうか﹂と大臣

たそうです︒朝永︹振一郎︺先生とかそういう偉い人がおられて︑

い金がかかる︒あの予算がとおるときに大臣のところに相談があっ

いうのがありますね︒原子核の実験をやっている︒二十五という凄

て局長室でやりだした︒某大学の付属学校の何とかの先生がこうし

ね︒だから︑日本でやはり世界的な実験になっているわけです︒そ

です︒役所というのはそんなものですよ︒

た︑この学校にはこういう問題があるということをみんな知ってい

れは朝永さんでも分からなかったでしょう︒

伊藤

愈愈

伊藤

四十一年までになっています︒それから調査局︒

三年ですね︒三十七年から四十郊まででしょう︒

庶務課長が三年︑四年ですか︒

この次は庶務課長から︒庶務課長は三郊やって︒

るわけです︒北海道から始めましょうといってやって︑とうとう北
海道を出られないうちにもうやめたのです︒それぐらい凄い人でし
では︑一〇年続けられたというのは先生だけではないのです

た︒春山さんというのは僕らの大先輩の先輩︒

炉藤
ね︒
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いって︑調査局も一年くらいでつぶれてしまったのです︒庶務課長

西田

村上

履歴書には調査局は書いてないかも知れない︒調査局へ一遍

調査局は何をおやりになったのですか︒
西田

村上

そうです︒あの人は哲学でしたね︑法哲学︒

では︑尾高さんはちょっと気安かったという︒

る人とそうではない人とあって︒

長に大学の事務官の方から来ていただいたというお話でしたが︑そ

もう一つは︑この前の回のお話でしたけれども︑学生課の係

︹動⁝︺さんです︒天城さんが調査局長を投げ出して︑﹁きみ後始末し

ういうことは前例としてあったのでしょうか︒それとも先生が初め

村上

てくれ﹂といってほかへ移られて︑何かやっていたら調査局は廃止

てですか︒

から調査局の審議窟になったのです︒そのときの調査局長が天城

になって︑今度は窟房になったわけです︒調査局審議官から官房審

西田

ほかからとってきたかどうか︒例えば会計とか庶務とかという分野

学生課以外にはなかったでしょう︒文部省がどういう格好で

議官に移ったわけです︒

伊藤

ではあったかも知れませんね︒大学の事務局も︑文部省の会計から

誰かが︑﹁西田さんという人は天城さんの後始末をした人だ﹂

といっていました︒天城さんは何でも投げていくから⁝⁝︵笑︶︒

大学の事務局長にいったり︑それはやっていました︒しかし︑係長

ると︑学生課の係長をやっているうちに︑だんだんうちの課長補佐

私はその点天城さんには恩義を感じてもらわなければいかん︒

その話を聞きたいです︵笑︶︒

になったり︑それがしまいには大学の事務局長に出ていったり︒東

西田

小池

天城さんはまたいろいろおやりになる方でしょうからね︒

京大学の根本君なんていうのは︑私がとって︑後は東北大学の事務

というようなポストを現場の係長からとってきてうちの係長に据え

伊藤

学生課長時代のことでお伺いしたいことがあと二つございま

彼が借金を山のようにしたやつを後始末したわけですから︒

村上

局長になったりしました︒私がとった係長の中で︑その後︑確か辞
あります︒

して︑前の回に尾高朝雄さんの話が少し出ましたけれども︑文部省
伊藤

観藤

めた後でしたけれども︑工業高專の校長になったりしていった者も

の相談相手とか︑多少内容的に世話をしておられた方ではないです

をどんどん引っ張り上げて︑文部省のなかで昇進する人もいるし︑

とはどのような関係があった方なのでしょうか︒

か︒そういうことを僕らは聞いていました︒だから尾高先生は学生

また大学に戻してやるというのもやっているのではないですか︒

村上

て︑一番いいのは大学の学生課長か厚生課長に出しなさい︒大学の

出すのは教育委員会の課長とかそういう格好ですね︒そうではなく

ええ︒私は人事課長に︑文部省がキャリアの訓練として普通

したでしょうか︑尾高氏とは関係があったという話をお伺いしたの

なかに入ってみて︑学生からいじめられ︑事務局から意地悪をされ

確かあの頃尾高先生は東京大学の中で学生補導のことの総長

のことをよく知っておられると思って︑相談留手に文部省に来ても

西田

でも︑文部省はずいぶん各大学の事務局からノンキャリの人

らって︑会議を二︑三回やったわけです︒

で︑文部省と密接な交流でもあったのかなと思っていたのですけれ

て苦労したときに大学というのが分かる︒そういう訓練をさせてく

木田︹宏︺先生からも︑あれは教科書をつくるときのお話で

ども︒

れといったのですが︑あんまり喜ばないコ⁝スですからね︒

国立学校ですから︑気に入ったらどの先生でも呼んできて梱

西田

伊藤

エリート宮僚を目指す人は文部省にあまり来ない︒これはちょっ

談させてもらうということはよくありましたけれども︑気安くやれ
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と問題だと思いますけれども︒

公務員試験を通って入ってくる人で︑あの頃は大蔵省へいっ

西田

そちらに影響を及ぼしているのはどういう要素があるのかと

いうことをダイナミックにとらえようという目的なのですね︒

伊藤

西田

た︒しかし︑それからずっと後ではエリートがずいぶん通産にいき

です︒だけど︑それぞれの人はもちろん思惑が違うし︑もちろん共

それぞれの立場でいろんな方が一つのことに関与されるわけ

ましたね︒大蔵官僚というのは確かに私らが付き合ってみて優秀で

な俺がやった﹂という方もいらっしゃいますし︵笑︶︒ですから︑

通なところもあるのですが︑ご記憶もちょっと違うのです︒﹁みん

さあ︑それでは次回を決めさせてください︒

すし︑手ごたえがありました︒

伊藤
西閏
おわりません︒

これは年内にはおわらないのですか︒

なことというのは︑私個人にとってみたら大体四〇年昔です︒だん

西田

うのはなかなか察知できないということです︒

いろんな方からお話を伺わないと︑大体この辺ではなかろうかとい

伊藤

そんなに長引いてもいいのですか︒後の予定がつかえている

︹十二月のB程を相談︺

西田

だん自分の記憶はあやしいですからね︒不思議なことに︑終戦直後

から文部省を定年で辞めさせられるまでのこの期間というのは組織

しかし︑私どもが不安になりますのは︑今お話しているよう

のではないですか︒

伊藤

的な記録がほとんどありません︒このへんは日常生活に振り回され

いいえ︑だいじょうぶです︒成り行きで何回でも︑全部お話

しくださるまで釈放しないという方針なんです︵笑︶︒

ていて日記をつけていないのですね︒それ以前は全部つけている︑

こんなとりとめもないお話でも︑何か将来役に立つのでしょ

しかし︑手帳があるでしょう︒

西田

侵藤

それ以後もつけている︒戦争中もだめですね︒

誰も分からなくなりますからね︒

うかね︒

伊藤

少しはいろんな思い出になるでしょう︒

手帳にいっぱい詰まっている︒それを見ると︑ときどきおも
伊藤

あります︒

西田

伊藤

西田

それを実際に文章にしてB記にするなんていうことは︑非常

普通の表向きにあらわれた資料とか文献とかでは出てこない

もそうですけれども︑紙に書いたものは︑どうやってそれができた

炉藤

西韻

のかということが非常に明白ではないのです︒官庁の文章は大体が︑

に忙しいときはとてもじゃないですけれども︑そんなことができる

しろいのが出てきますね︒

成案になったもの︑でき上がったものを記録していくというスタイ

はずがありませんね︒

ような裏話が出てくるほうがいいのですか︒

ルですから︑プロセスが全然分からないのです︒法律であれば︑国

西田

はい︑そうなんです︒やはり一つの法律にしても慣行にして

会なんかの質問でポロリと少しは出ることは出まずけれども︑だけ

るものですから︑この前申しあげた自分史をちょうど終戦のところ

これ︹オーラル︺で少しリハーサルをして思い着すことがあ

どやはり本当のところは分からない︒

までしか書いていないのですが︑戦後を書くときのいろいろな材料

政策研究会という名前をつけていらっしゃるのは︑政策とい

よろしくお願いします︒どうもありがとうございました︒

西田

伊藤

がもう一遍よみがえってきまずから︑ありがたいです︒
あるいはバックグランドといいますか︒

うのはでき上がっていくプロセス︒

伊藤
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圏時：2002年M月19日
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4：1
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6：0

O

於：政策研究院政策研究プロジxクトセンタ

〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

所澤

潤（群馬大学助教授）

村上浩昭（東京都立大学助手）

一一

璽闘2002年11月19日

囲文部省関係在職経歴表をみながら

伊藤

科学官室のときに東京工大教授という肩書きで月給を出した

東京工大の教授ですか︒

すね︒ユネスコから木更津高専︒

西田

西田

のですか︒

伊藤

わけですね︒科学官というのは本来専業職ではありませんから︒
員一覧表をつくりました︒これは︹図版﹁文部省関係在職経歴表﹂

西田

伊藤

西田

伊藤

課長はありません︒大臣︑次官︑局長︑審議官までですね︒

課長ぐらいまでですか︒

これ︑いいでしょう︒こういうの必要でしょう︒

貸してくださいよ︒

僕のところの大学も新設の大学でしょう︒そうすると︑人数が足り

伊藤

いきませんし︑月給だけは役所の中でもらうわけです︒

と︒それは普通だったら大変ですよね︒もちろん大学にもちっとも

なるんですね︒文部省は東京工大が手元にあるものだから手

こういうときはやはり︑一応︑本籍は東京工大の教授になる

参照︺︑大臣︑次官︑局長が全部︑何年から何年は誰がやったとい

なずけて︑教授会にかけないで︑﹁これをちょっと教授にしてくれ﹂

実は︑この前役所のOB会があったときに初めて文部省が職

うのが︑ずっと一覧表になっているのです︒

西田

ないものですから共済組合を独立できないで︑私は東京工大の⁝⁝

に関連する分だけの表をつくりました︒いつ頃私の上にどんな局長

西田

村上

昭和二十四年から比較的最近まで︒そして︑その中で私自身

私も同じようなものを自分で作ったことがあります︒

西田

伊藤

村上

一番文部省でご用達するのは東京工大と東京医科歯科大学ね︒

保険証を見て皆が﹁何であなたが東京工大なんだ﹂という︵笑︶︒

東京工大って便利なところなんですね︒

そうですが︒東京工大というのは文部省と関係あるのですね︒

これがずっと︒

がおって︑大臣がおったか︑主な自分に関連した行事を下にメモし

そのへんの事務局長に声をかければ︑何でも便宜を図ってくれるわ

伊藤

伊藤

そういう科学官のポストで東京工大の教授という形になりま

まあ︑お返しもあるのでしょうから︵笑︶︒

けです︒

︵笑︶︒

ています︒︹配付資料は︺二行に分けていますが︒

関係ないと⁝⁝︒

所澤

この前のお話ですと︑学生課長のときは上が誰でもあんまり

西田

すと︑学部には所属しないということになりますね︒

伊藤

伊藤

そうですね︒

聞にも大臣がぞろぞろかわる︒

西田

二行目が︹昭和︺三十七年から四六答申のところです︒二枚

一枚目の一番上の段が全部︑私が学生課長のときです︒この

よくかわりますね︒

した︒こっちは月給さえもらえば文句いいませんからね︒しかし︑

西田

所澤

でも︑職員録には載っているわけですか︒

のでしょう︒私はいったこともないし︒

西田

載せているかどうかなあ︒しかし︑辞令はちゃんともらいま

そうですよ︒だけど︑ごらんのように︑大臣というのはよく

かわるものですね︒

西田

その何年間かは東工大教授ということになっているわけです︒

学部なんかないでしょうね︒まあ︑学内では内緒にしている

目のほうが四六答申以後の︑今度は私が外へ出ていくほうの関係で
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揮藤

所澤
おもしろいですね︒

そういう仕組みですか︒

ら天城さんは大学局長になっています︒上のほうの次官は︑内藤

︹誉三郎︺さん︑小林︹行雄︺さん︑ずっとこういう格好です︒大

臣は琶まぐるしくかわって︑灘尾︹弘吉︺先生が何遍も出てきてお
られるでしょう︒

この表︹﹁︵西田亀久夫︶文部省関係在職経歴表ヒのほうを

灘尾さんは何遍も出てきていますね︒

西田
見ていただきますと︑
伊藤

一枚目のところ︑上が学生課長で︑︹昭和︺

二十九年のところで手帳が初めてあらわれたというのは︑終戦後︑

一番下の段には︑その年に私の関係した仕事の柱書きだけを

という放送局があったんですね︒あれは今の朝B放送の前身ですか︒

西田

教育放送ですね︒

中学四年からつけていた臼記を全部ストップしてやめていたのです

伊藤

NETは教育ですよ︒B本エデュケーショナルからの︒

ちょっと書いてあります︒これは余興みたいなものですが︑︹昭和︺

その前は手帳もなしですか︒

所澤

これは今は日本教育テレビになったのですか︒

ね︒終戦後︑ここで文部省を辞めるまで日記をつけていないんです︒
伊藤
そうです︒終戦後︑これまでは︒

西田

四十三年の一番鶏に﹁︹一九︺六八年一月からNETしと︒NET

西田

だけど︑あしたの予定とか︑そういうのは書かないで生活で

いや︑今はテレビ朝日です︒

メモとしての手帳が二十九年から初めて出てきました︒

僕藤

所澤

Tの﹃日本の教育﹄というテレビ番組のレギュラーのスピーカ1だっ

これに四十三年の一月から十二月まで一年間︑私は毎週Nε

いや日記じゃなくて︑明Bの予定とか⁝⁝︒

たんです︒たった一五分間ですけれども︑いろんな人と対談して︒

西田

伊藤

そんなものはないですね︒転々と職を変えて走り圃っている

いろんな人と︒

戦申︑戦後の一番厳しい時代に︑手帳︑B記を書くとかそん

きますか︒

西田

西田

伊藤

な︒

うちに︑行き当たりばったりでいっちゃった︒役所へ入って二年ほ

ええ︑それはプロデューサーが考えるわけです︒今月呼んで

てきたりね︒そのときの教育トピック︒これは余興で︑後でそのと

西照

落ち着かれた︒

きのアルバムを⁝⁝︒放送局が全部つくってくれた写真があります︒

どして︑学生課長になってから三年目ぐらいにやっとスケジュール
伊藤

︹在職経歴表の︺真ん中のほうに米国へいったというのがあ

きた人は曾野綾子だとか︑いろんな著名人がいます︒落語家を連れ

西田

それが一つ余興︒

をつける︒

ります︒ずっと右のほうへいって︑沖縄に三十六年にいっています︒

ぐ窟房︒上のほうに書いてあります局長というのは︑私は大学局長

ずっと続いて︑四十年の六月一Bに調査局審議窟︑翌年に一年です

十七年から庶務課長が始まります︒三十七年一月二十三日︒それが

俘藤

西田

伊藤

私がそのときに官房におって︑官房審議官として官房の傘下

ああ︑そうですが︒

各局対抗の省内の余興ですよね︒

文部省の文化祭というのは何ですか︒

ありますね︒この年から十二月に文部省の文化祭があったんです︒

もう一つそこの欄で︑四十二年からずっと︑﹁＊12文﹂と書いて

しか書いてありません︒調査局へいったときの調査局長はもっと前

西田

これぐらいしか手帳から出てくるメモはないわけです︒次の段の三

から天城︹勲︺さんがやっていました︒ですけど︑この七月一日か
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居ばっかりやっていたんですね︒これもほかのときに申しますが︑

いているのは準優勝︒四十五年も○ですね︒ユネスコへいっても芝

西田

伊藤

そう︒四十二年︑四十三年は○でしょう︒四十四年に△がつ

︵笑︶︑お手盛りじゃなくてですか︒

伊藤

私は沖縄にいって︑大砲を山の上からはずして︑軽便鉄道に

そのときは上陸したのですか︒

いう︒情けない話ですよ︒大砲が足りないから︒

うの知念岬の灯台の大砲をはずしてアッツ島のほうへ持っていけと

しあげたと思いますが

軍技術中尉のときに命令を受けて沖縄へいきました︒あのときに申

か︒

この芝居というのは各局一〇層間でやれというのです︒それを超え

積んで︑那覇の港から送り出したわけです︒

西田

あの頃は軽便鉄道があったのですね︒

を統括して芝居を出すわけです︒そして︑○がついているのは全局

たら減点になります︒それを見事に編成して︑統括して︑芝居をす

伊藤

あったんです︒軽便鉄道のトンネルまでいくと︑その大砲の

私は︑実はこれ以外に昭和十七年四月に佐世保海軍工廠の海

る︒この芝居をやったということと︑官房審議官になって中教審を

西田

西田

運営したということと︑内容的に非常に同じことなんですね︒いろ

囲いが引っかかるものですから︑のこぎりで角を切って︒そういう

の中で優勝したときです︒

んな委員会をつくって︒芝居のプロデュースと中教審と同じなんで

のんびりした話です︒沖縄のおいしい豚の料理をたくさん食べて︒

︑その受けました命令が︑沖縄の南のほ

すよ︒後で芝居の写真も見ていただきます︒

それ以外は︑ごらんのようにところどころで︑特に調査局審議官

る前の首里城を知っています︒首里城で三昧線を弾くお姉さんのし

そのときに私だけ後に残って︑首里ですね︑首里城︒戦争でやられ

そうですね︒

みじみとした情緒を味わって帰りました︒それが十七年です︒私が

になってからは軒並み国際会議ばかりです︒
伊藤

ええ︑ぞろぞろ︑ぞろぞろ︒重立ったところの特徴だけお話

たあの⁝⁝︒

西田

壕ですね︒

結婚する年のまだ前です︒次にいったときには︑もちろん戦後です

伊藤

海岸の辺を見たり︑それから健児の塔だとか︑ひめゆりの塔

し申しあげました︒質問書を二︑三日前にいただきまして⁝⁝︒

西田

から︑首里は荒廃して跡形もなかったですね︒このときは沖縄の人

とか︑きわめて厳しいところばかりでした︒那覇の近くに海軍の基

所澤すみません︑先にちょっと確認してよろしいですか︒前回︑

招待したいといって︑呼ばれていったわけです︒

西田

では︑それは向こう側から招待されていったわけですか︒

は意識的にもちろん戦跡をずっと案内してくださって︑例の︑私ど

所期

向こう側でサービスされていったわけです︒向こうの琉球育

沖縄の育英会の話を伺ったと思うのですが︑昭和三十六年六月二十

西田

地がありました︒そこで私の従兄弟が戦死したのですけれども︑も

ものいった知念岬の端っこのほうの沖縄の軍司令官など全部自決し

英会に寄付をしたものですから︑琉球の状況を見てくださいと︑沖

ちろん場所はわかりません︒沖縄の人がその頃は一所懸命︑復帰︑

五日から七月一日の沖縄は︑その問題でいらしたのですか︒

縄の戦跡などを案内してもらいました︒これはそういうお礼の意味

復帰ということで必死でした︒だから︑何かメモを書かされるたび
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それでお金が出て︑沖縄の人がお礼の意味で一遍西田さんを

の漫遊です︒

そのときの印象を伺いたいと思うのですが︑いかがでしょう

に︑﹁日本に復帰するのは︑沖縄問題の解決のおわりではなくて始

2002年11月19日

所澤

回

まりである﹂と私は書いたのです︒やはりそれからは非常につらい

うですが﹂といって︑役所ですから︑いわれたとおりですから︑う

高校に通ったばかりなので︑名古屋の親戚に電話をかけて転入がで

ちへ帰って女房に話しました︒それは大変だというわけで︑長男が

ことで全部いまの苦境から逃れうると考えられたのですけれども︑

きるような用意をしたりして︑もう私どもは名古屋へ引越しするつ

経験をされたわけですからね︒しかし︑あの当時は日本に復帰する
そうはならなかった︒この三十六年頃というのは︑もちろん戦後ず

いただくと︑次官が緒方︹信ごさんで︑局長が小林さんですね︒

もりにしておりました︒そうしたら︑表の三十五年のところを見て

琉球政府の教育関係の部署の人たちとお会いになったのです

いぶんだっていますし︒

所澤
西田

にしてくれ﹂と小林さんがごねて︑とうとういかなかったんです︒

ところへ談判にいって︑﹁私はそんな話を聞いていない︒取りやめ

小林さんという人は私が長く仕えた局長ですが︑小林さんが次官の

くださって︑琉球政府にはあんまり会いませんでした︒多少︑お礼

それが私の運命の分かれ目ですね︒前に日高先生にいわれて出版屋

か︒

の意昧もありまずけれども︑資格としてはプライベートな格好が主

から文部省へ来たのが一つの転機︒このときに名古屋へいったら︑

いや︑琉球育英会の理事長みたいな人がずっと中心でやって

でしょうから︑臼本の文部省がやって来たということではないわけ

を転々として︑地方まわりでおわりだっただろう︒窟房審議官なん

おそらく普通のキャリアのコースとしては︑ほかの大学の事務局長

そのときは︑琉球大学なんかもごらんになったのですか︒

かなりっこないし︑まして中教審なんかまったく関係ない︒それが︑

です︒琉球育英会を見たり︑私立学校を見たりはしました︒
所澤

いったと思います︒が︑よくおぼえていません︒

大事にしていただいたものです︒

の押しですね︒小林局長には課長として仕えて︑ずいぶんいろいろ

こういうまったく独特な生き方をできたのは︑そのときの小林局長

西田

團庶務課長となって

小林さんと一緒にずっと庶務課長をやって︑小林さんがかわった

う︒だから調査局の審議官ができたときに︑こいつを引っ張ろうと

ときどき勝手な議論をふいたりして気心を知ってくださったのでしょ

後で今度は調査局の審議窟︒局長は大学局長しか書いていませんけ

では︑きょうのお話に︒この前のお話だと︑学生課長からか

西田

いうことでお考えになったのだろうと︒

侵藤

十七年に庶務課長にかわったのですが︑三十五年頃︑長男坊が高等

では︑前々から天城さんとはよくお話しになったわけですか︒

れども︑調査局審議官に私を引っ張ったのは天城さんだと思います︒

学校の試験に通った頃に︑﹁きみは学生課長が長いからかわらんか﹂

伊藤

ええ︑よく話をして︑あの方はアカデミックな話が好きなも

わるということについては︑そんなに積極的ではなかったというお

といわれたので︑﹁学生課長がだめなら大学へ返してください﹂﹁ま

西田

天城さんは会計課長だからいろんなことをやっておられて︑省内で

あ︑固いことをいうな﹂といって︑それはそれっきりになったので

のですから︑私のように理屈つぼくやっていると非常に面白がって︒

話でございましたけれども︒

す︒その三十五年に︑人事の話として具体的に次窟から︑﹁きみは

庶務課長にかわったのは小林さんのあれで︑今度は⁝⁝︒

学生課のおしまいの頃のことをもう一遍見ていましたら︑三

名古屋大学の事務局長にいってもらうから﹂といわれた︒﹁あ︑そ
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西田

伊藤

審議官︒その後官房審議官になったのはどういうわけか知り

審議官ですか︒

の調整を要するような問題︒それも内容的な問題よりは予算編成を

です︒もちろん局長がそのヘッドですけれども︑実務的に各局の問

年の二倍も︒ばかなことをいいやがって﹂と︵笑︶︒そうすると︑

やる︒各局は要求を出してきますね︒それをそのまま足し算したの

バラバラになったんですね︒

多少ともその重点事項に少し話し込んで︑﹁これはもうちょっと削

ませんが︑天城さんがやめた後しばらくおって︑すぐ調査局審議官
伊藤

ええ︑それで官房審議官のほうへ上がっていった︒天城さん

では会計課長のところへ持っていったら叱られます︒﹁こんな︑去

西田

るよ﹂とか︑﹁新規が多すぎて︑これは今年はだめだ﹂とか︑そう

はなくなってしまいましたからね︒調査局がなくなってしまった︒

が文部省の中でいわゆる教育計画という役所の長期の教育行政のプ

て︑局議のときは︑局長がここに座って︑庶務課長が司会をするん

いう交通整理をする︒局の会議にかける前の多少の事前調整をやっ

教育計画

ランをたてるということに一番熱心で︑ユネスコのほうで出した教
育計画の本を木田︹宏︺さんが訳した本︹﹃ユネスコ編

いうのは︑そのあと国際会議やらOECDでいろんなところへ出て

して︑官房の教育計画担当ということになるのです︒官房審議窟と

何をやるのかわからなかったのですけれども︑いってみてしばらく

房へいったのだと思います︒官房審議官だという名前だけを見ても

に熱心で︑そんなことで官房審議官は私にやらせようという形で官

てくると︑どこの担当かではなくて︑庶務課長のところへぶつかっ

ければならない︒それから︑大学問題に関する総括的な問題がやっ

長から相談を受けますし︑課と課の間で揉めごとがあると調整しな

その意味で︑局内の予算の調整︑それからもちろん人事のことも局

西田

揮藤

司会までやります︒局長のやり方によって違いまずけれども︒

司会ですか︒

です︒

いくときに︑外国語でカウンセラーとかなんとかいったって何が何

てくるわけです︒日教組なんかが︑﹁文部省は大学管理法をつくっ

その経済社会との関係﹄︺が出ていますし︒天城さんはその方面

だかわかりませんから︑訳としては︑官房長の下ですから教育計画
℃国方三φαqといって通っておりました︒その下には企画︑統計︑調

以外に︑今度は省全体で大臣のところで省議というのがあります︒

けです︒局長の腹心として局全体の取りまとめをやる︒局内のこと

の副官房長ということで︑UΦ℃g蔓O博Φ90同hO目国侮自09試○昌巴て大学を締め上げるのか﹂といってくると︑庶務課長が応対するわ

査と三寸が︒調査局のときは期間が短かかったから︑バタバタして

それ以外に︑僕らのときはちょうど木田さんが総務課長でした︒総

た︒それはごく事務的な形で︑今度は大臣がどこへいかれるからと

いただけであんまり覚えていませんが︑やっぱり調査課︑統計課が
ちょっと継続の面もあるわけですね︒

か︑外からこういう問題がきているからどうとかという情報交換で

務課長のところで︑各局の第一課長を集めた定期の会議がありまし

伊藤

そうですね︒だから︑仕事としてはつながっている点があり

そこにおりましたからね︒

西田

すね︒各局との間の情報交換と連絡︑そういう第一課長会議があり
ます︒

これは定期ですか︒

ます︒まず庶務課長から申しあげましょうか︒

伊藤

伊藤

僕は役所の生活がないものですから︑庶務課長というのは何
のことかなあと︒

定期です︒

各局の第一課といって︑その局内の各課の仕事のとりまとめ

西田
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西田
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回

西田

村上
一回ぐらいはあったでしょうね︒これは木田さんが司会して︑

週に一回とかいう感じですか︒

西田

伊藤

それから僕は局長の車を借りてうちへ帰るわけです︒私は中

それから西沼さんはどうなさるのですか︒

とで︑小林さんが私を珍重してくれた︒新橋の辺で飲んで歌って︑

らさまなところです︒そういう意味の局長の介護をやったというこ

うの国会答弁は誰がやるんだ﹂といって︒こういうのが本当はあか

ら電話がかかってくるんです︒﹁庶務課長︑局長はどうした︒きょ

が遅れて︑︹来庁勤務を示す︺電灯がつかないと︑木田総務課長か

そして︑飲みすぎてあくる日ダウンしないということですね︒局長

任務は︑局長をフォロ⁝して︑無事に下高井戸の家まで送り属ける︒

へ︒それで夜中まで付き合うんですね︒庶務課長の第一の非公式の

この人が大酒のみで︑飲むと必ず二次会︑三次会で新橋のガード下

藪照

伊藤
私がこの庶務課長のときには︑小林局長が一番長いですよね︒

なんとなく分かるような気がします︵笑︶︒

野さんが学術関係の大学局審議官︑村山さんが大学課︑技術課︑学

助成とか︑南極探検から全部取り仕切ったのは岡野さんでした︒岡

西田

村上

大学関係担当︑岡野︹澄︺さんが学術関係︒大学局審議官は二つつ

村上

伊藤

初めに一つできて︑そのあとで︒

くったんじゃないですか︒

西田

もう一つできたでしょう︒ずっと一〇年来︑学術関係の研究

大学局に審議官ができましたときに村山︹松雄︺さんが確か

局の審議官はどのように︒

体力が必要ですね︒

いうのはどこもそんなものですね︒

て︑休まないようにしないと木田さんから怒鳴られる︒第一課長と

課長というのはそういう局長の面倒をみるというのが一つありまし

野区のほうに住んでいましたから︒これは本当の裏話ですが︑庶務

それも三つ四つまわって最後に車に乗せますね︒やはり︑はしごと

生課も広い意味では入っていますが︑大学関係の審議官という格好

あの人が一人でしゃべりまくっていたけど︒

いうのは帰らないんですよね︒局長というのは額つきですから︑運

審議官から命令を受けるということはない︒しかし︑中身について

です︒局長︑課長というのは一つのラインですから︑審議官という

まあ︑あるといえばありまずけれども︒

はずっとやってきた経験豊富な人ですから︑何かにつけて課長は審

転手も待たせていて︒ここから下高井戸というのはずいぶん距離が
伊藤

甲州街道をね︒そのどこかでハッと目が覚めると︑﹁おい︑

議官のところへ相談にいく︒だけど︑学生課は全然毛色が違います

のは︑副局長ではなくて一つの専門職としての局長の補佐官ですね︒

西田

から︑誰とも関係がなかった︒

あるでしょう︒

おりろッ﹂といって︑おりてまた飲むんです︒歌を歌っていると局

営業学設置基準と手引き書の作成

長はごきげんなので︑途中下車させないために庶務課長はいつもそ
こで歌を歌うわけです︒私は︑﹁ここはお国﹂を一三番まで全部知っ

ています︒次から次へとその当時の流行歌をやると︑局長もよろこ

んでこうやって︹手拍子をして︺︑それで途中下車しないで帰るわ

伊藤

けです︒家の近くまで来るとシャンとされましてね︑夜中に奥さん
が扉を開くと︑﹁西田君が酔っ払ったので一緒に連れてきた﹂なん

がかわられて︑ちょっとびっくりだったのではないかなと思うので

学生課長から庶務課長にかわられたら︑ずいぶん仕事の内容
て︵笑︶︒まあ︑いい人でした︒
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すけれども︒

その頃は理工系増募で︑日本じゅうの私立大学は大学増設でひしめ

きあっていた︒やはり中途半端な学校が︑教養学部というのがある

かわりました︒最初は局長と飲み歩くようなこともありまし

西田

それから︑巳本の看護婦の養成というのは︑昔から看護学校とい

のなら一つそれを設置しようかといって︑申し出てくるわけです︒

学関係の法規というのは非常に学校のほうの変化が激しくて整備さ

うところに高等小学校を出た人を取り込んで︑半分看護婦で使いな

たけれども︑庶務課のときは︑局の総括ですから︑最初にやっぱり

れていない︒特に新制大学になるときに昔の学校を合体させたわけ

がら︑教育したことにして資格を与えていた︒これが正規の学校で

それはそんな生易しいものではないんだ︒文科系︑理科系︑すべて

ですね︒もとはといえば工業高等学校だった︑こちらは師範学校だっ

はない︒だから︑看護婦養成の正規の学部をつくるというので看護

局の握湿している法令の整備ですね︒私は教育についても法律につ

た︑そういうのを集めて全然毛色が違うのを無理やりに一つの大学

学科というのをつくった︒その看護学科で最初にできたのが聖路加

についてこれだけの条件を満たさなければいかんという基塗−をつく

にしている︒そのまとまりをつけるというのはなかなか大変でした︒

です︒聖路加の看護学部︒これの設置基準をつくりました︒医学部

いても一度も教育を受けたことがない物理屋ですけれども︑いろい

しかも︑そのときに新制大学では一般教養を重視するといって教養

とは違って︑看護学部という正規の四年制大学として︒看護短大も

りました︒そのときに︑それまでなかった教養学部というものを︒

部というのをつくったわけです︒私が庶務課長になるまで︑教養部

できるようにしました︒

ろ学生課長をやっているときに見よう見まねで見ておりました︒大

を設置するための法的根拠を何も設けていないのです︒そのときに

それは何の法の整備なのですか︒

学設置審議会というものは︑大学局の庶務課の担当なんです︒私の

伊藤

東大は教養学部です︒東大 し か な い の ？

ところがその設置審議会を担当して動かすわけです︒その中の専門

初めて︑○○大学に教養部を置くという形で教養部というものを制

伊藤

埼玉大学にあります︒

委員会があって︑医学部の新設をいってきたら︑そこにかけて審査

文部省の中に大学設置審議会というのがあって︑学校をつく

所澤

それから私立で真似してできましたがね︒私どもはそのとき

して︑認可するという格好になるわけです︒

西田

西田

設置基準ですか︒

度的に決めた︒教養部ということと教養学部というのは違うのです

に︑教養部はこちゃまぜみたいなところだけれども︑教養学部とい

伊藤

設置基準をつくるのも︑その専門委員会にかけるわけです︒

るときには文部大臣の認可を受ける︒その認可のための審査する大

うものを一応制度的に認めるのならば︑大学設置基準という格好で

西田

よね︒東大なんかは教養学部でしょう︒

学部ごとの骨組みがありますが︑教養学部についてもその骨組みを
教養部ですか︒

とか︑あの人がその後学長になりましたけれども

に看護の専門家を呼んできて

これは常設されていますから︑看護学部なら︑医学系の専門委員会

葛藤

教養学部︒教養部はそれに準ずるものだとして︒

看護をするのはどうするんだというのを︑あそこへ一所懸命見にいっ

つくろうとしました︒

西田

ああ︑準ずる︒

たりしました︒

今の言路加の日野原︹重明︺さん
伊藤

教養学部という正規の学部の設置基準をつくった︒ちょうど

看護婦さんが
西田
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回

伊藤

これは法律ではなくて︒

生が何人はりついているのだという学校の組織を決めた規定が旧制

はっきりしてない︒どこの大学にどういう学科があって︑そこへ先

の設置法施行規則というのは︑さっき申しあげたように︑教養部も

西田

伊藤

寺運

それは今のように宿しい学部をつくるためのものですね︒こ

また別なのですか︒

それはまた⁝⁝︒

新制のほうは講座のかわりに学科目という名前を使っていますので︒

西田

霜取

伊藤

たと︒

今もこれは文部省令か何か決まっているのですか︒

首を切りにくいのが残りましてね︒

西田

ええ︑講座学科目省令というのはそのままあるはずですよ︒

旧制の人を取り込むときにある程度は整理しても︑なかなか

この定員問題というのは厄介な問題ですよね︒

の交通整理を庶務課長として大学課長と一緒にやって︑省令をつくっ

教養部の問題は︑正式には教養部というのは事実上先に存在
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がはりついているという定員表をちゃんとつくって︑それを省令で

一覧表にする︒それがこのときの⁝⁝︒

この時期なんですか︒

設置基準は︑文部省がつくって︑このものさしに合ったもの
伊藤

私が庶務課長をやって︑大学課長が井内︹慶次郎︺君でした︒

西田
西田

しか認可しないそと⁝⁝︒

大学設置基準の下位法令になるのですか︒

所属かわからない先生がゴロゴロおるわけですね︒その交通整理を

所澤

やったわけです︒

彼が各大学を呼んで︑﹁おまえのところの先生は何人おるのだ︒こ

では文部省舎ですか︒

ああ︑そうですが︒

学部学科専門分野別の設遣基準として︑大学設麗委員会が決

省含でしたかな︒

俸藤

旧制のときは官制というので決まっているものですよね︒そ

西田

訓令扱い︒

所澤

れがどこの先生だという表を書いて持ってこいしというと︑どこの

国会にかけないでしょう︒

れが戦後官制がなくなって︑ポストがどうなっているか法令的根拠

めているわけですね︒そのものさしに合わせて審査をすると︒

かからないと思いますけれども︒

がなくて︑文部省と折衝の中でどんどん決まっていくような形だっ
たような︒

もちろん国会にかからない︒設置基準はあくまで文部省だけ

のものです︒ しかし︑文部省の役人がつくるのではなくて︑その審

確かに︑力ずくでたくさん定員をどこかに引っ張り込んだり︑

西田

大学にはあるわけです︒○○大学○○学部○○講座︑教授何名と︒

村上

やり場のない先生を無理やりにどこかから借りてきて置いておった

それは旧制大学にはあるのだけれども︑新制大学には学科という名

で出てくる話だったと思いますけれども︒

伊藤

前が漠然とあるだけで︑そこに学科が確定したような制度がまだで

西紐

りというような形で︑中身が非常に雑然としておったわけです︒そ

きていなかったのです︒それで︑私どもは講座学科目省禽というの

したのですね︒京都大学はいまだに教養部ですね︒私の卒業した旧

ますが︒

をつくりまして︑すべての忙裏大学の各学校ごとに︑正規の学科と

いま教養部のお話がありましたけれども︑教養部は三八答申

しては○○学科︑○○学科があると︒そこに教授何名︑助教授侮名

しかし︑ここに書いてあるのは設置法施行規則と書いてあり

議会にかけて一旛決める︒

西所伊所西所
田澤藤澤田澤
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当時は教授会がなかったのですか︒大学によって違うのでしょ

制第三高等学校がそのまま横滑りして教養部になったのですが︒
所説
うか︒

いえ︑抵当は全然ありません︒ほかの審議会で大学のことが

ですか︒

西田

上がって︑大学問題が中教審で主題になっているときはもちろん私

た︒それが︑教養部というものが制度化されて︑そこも学部並みの

た︑認められてなかった︑学部のような独立性が認知されていなかっ

しょうね︒教授会としての独自の意思決定機能を持たされていなかっ

の仕事をしたということが一つです︒今の大学設置審議会というの

西田

すね︒

揮藤

どもが会議の様子を絶えずフォローしていくという格好はありまし

教養部というのはもともと旧制高校の先生が主体になってい

運用をするということにだんだんなったわけです︒ところが教養部

を抱えて︑全国から殺到する大学設置認可の申請ですね︒私どもの

西田

がこういう事業をやろうとしてカリキュラムを決めると︑専門のほ

三十七︑三十八年というのは最盛期でございます︒理工系増募とい

た︒だけど︑官房審議官になって直接担当すると︑これは寝てもさ

うから︑俺のところへ来る学生がちっとも基礎ができていないじゃ

うことがいわれだして︑私立学校が各大学ひしめき合って申請をし

めても中教審の問題︒それのプロデューサーですから︒

ないかという文句が出るわけですね︒それなら専門のところがら教

てまいります︒その学校一つ一つの中身を見て︑審議会にかけるだ

おるわけです︑文科系︑理科系︒だから教授会の体をなさないので

えに来てそこをやってくれるかといったら︑それはいやだと︑教養

けの材料を整理して︑最終の認可までもっていく︒この手順は︑毎

ますから︑専門で集まっていないでしょう︒もうピンからキリまで

部と専門学部との間の教育内容に関するお互いの角突き合いという

年各学校が認可申請書を出してきて︑その年の十月頃に設置審議会

設置基準問題というのは︑これは直接の担当だということで

のがしょっちゅうありました︒

を開いてそれを審査し︑十一月に専門委員会で︑これは文科系︑理

遍審議会にかけておよその良し悪しをきめて︑翌年の一︑二月に実

科系︑医学系というふうにやって︑大体その結果を十二月にもう一

ええ︒教養部をつくったり︑講座学科目省令を規定した︒そ

伊 藤ずっと後までこれはあったわ け で す ︒
所澤

地視察にいくわけです︒その中身を書類に書いてあるとおりの中身

群馬大学の場合は︑学芸学部があって︑学芸学部が昭和四十

旧制高校のなかった地方大学はたぶんそういう形ではないかと思う

年頃に教養部と教育学部に分割︒そこで教養部ができるのですね︒

西田

それは認可されれば四月からできるのですか︒

で認可されなければ四月から店を開けないわけです︒

です︒審議会が予備審査をし︑二月頃に視察の結果まで出す︒それ

かどうかを見て︑そして三月頃に認可するというのが決定するわけ

預けして基礎訓練して︑専門のほうはそれを引き取る︒最初の一︑

伊藤

そう︑四月から開きたいという申請をしてくるわけですから︒

のです︒

二年の教養課程というものをこなしていくのに便利だったというこ

西田

教養部ができると︑入学した前期︑一年か二年の間そこにお

とです︒学問的な組織ではないという格好になっているのですね︒

大学は︑それまでに校舎を全部建てて︑必要な先生を全部集めてき
ですからやっぱり大学の中ではなんとなく二等市民みたいな︑

儲藤

授業は誰がやると︑教育組織を全部︒具体的な個人名とその人の経

て︑まだ月給は払ってないですけれども︑この講座は誰先生︑この
庶務課長時代には中教審の審議とかかわりがあるということ

そういう扱いだったと思いますけれども︒

村上
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歴も全部載せた一覧も︑全部書類をそろえて︒

人事もどうしょうもなくなつちゃいますね︒

ちたら一年浪人ですからね︒建物も全部宙に浮いているわけです︒
伊藤

西田

こんなものでしょう︹高く積みあがった様子を手で示す︺︒

西田

の公務員宿舎に帰ったら︑女房が︑﹁きょう︑○○という薬科大学

憐藤

多いときには︑〜四︑一五人おりました庶務課の職員と︑隣の技術

の人がごあいさつ見えて︑お菓子折りを持って来られた︒お父さん︑

私も一つそのときに︑もう審査のおわりの頃でしたが︑自分

教育課と︑大学課と︑全部で四〇人ぐらいの職員に︑一人に四つか

開けてみたら下に札束が入っているんだよ﹂というんです︒女房が

一つの大学の申請書類はこんなに︹たくさん︺あるでしょう︒

五つの大学を担当させているのです︒むちゃくちゃでした︑あの頃

震え上がってね︒私はそれを役所へ持っていって︑﹁おい︑その学

そのときに私が三曹ほどやっていて非常に不親切だと思ったのは︑

は︒申請が来れば︑受け付けなければいかん︒そして︑その担当し

認可権を持っているから︑向こうはあらゆることで丁寧に来るわけ

校を呼び出せ﹂といって︑庶務課長のテーブルのところで︑学校の

準にふさわしいかどうか︒担当する教員の資格︑この個人の資格審

です︒しかし︑役所のほうがどこまで親切に基準に合うような申請

た職員はそれを審議会の会議のときまでにちやんと用意して︑自分

査をやるわけです︒設置委員会で一人ひとり︑○○大学のこの候補

担当者に︑﹁きみ︑これは僕は食べられないから戻すよ﹂と︒庶務

者は㊨と書く︒これは合格とか︑その及落が決まるわけです︒出て

ができる世話をしているかというと︑職員も一人ひとりはそんなに

のところを通そうと思って一所懸命やる︒関係の学校を呼んでは︑

きたものの半分も通らないと︑それはアウトですね︒そういう厳し

専門的に詳しくない︒長年やっていて詳しいやつは少ししかいませ

課はそういう金のこととか︑不当な接待の危険性が非常にあります

い審査をやるのですが︑これは専門的な仕事ですけれども︑非常に

んから︑全員が担当したりすると︑相手に対する行政的な指導も十

ここはどうなっているんだという格好で調べる︒〜番難しいのは︑

精力的にやらなければいけない︒それを︑私どもはうちの課長補佐

分でない︒これは一遍︑専門家の知恵のある方を集めて︑大学設置

から神経を使いました︒

と一緒に整理をしながら︑審議会全体の会長と相談しながら運営を

をするにはどういう準備をして︑どれだけの条件が必要かというの

当然︑出てきたカリキュラムの審査ですね︒それが学問的に設置基

していくわけです︒

せると必ずスポイルされて接待オーバーするやつが出てくる︒庶務

をとったり︑サービスをしたりしてやるんですね︒二︑三年続けさ

認可のために︑私立学校はあらゆる手を使ってその担当者のご機嫌

で金の心配がくるというのは大学局の庶務課ぐらいでしょう︒設置

通してもらおうと思ってあらゆるサービスをするわけです︒文部省

職員が三つも四つも大学を担当しているわけでしょう︒その大学は

ものもありますからね︒

西田

偶藤

ええ︒けれども︑事務的に見るだけでだめだといえるような

しかし︑持ってきたら受理しなければならんわけですか︒

るのだという︒これが私のやった一つの仕事のうちに入ります︒

それが虎の巻になって︑それを見ていけば少なくとも事務的には通

の手引書というのは︑当時の私立学校の人に非常に喜ばれました︒

五︑六人泊まりこんで︑それで皆で原稿をつくりました︒大学設置

手引書﹂︒これは熱海の公務員の宿舎か何かに三泊ぐらいしまして︑

を一冊の本にしょうじゃないかというのが︑﹁三十九年大学設置の

課長として一番神経を使います︒もちろん握当は交代させたりしま

そのときに私どもが一番神経を使いますのは︑まだ二〇代の若い

すが︑多いときにはなかなか手が届かない︒大学側も必死です︒落
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藁一

資格が何も学位を持った人がいないとか︑そういうことで﹁これは

西照

伊藤

必要な学科構成の職員の数がそろっていない︒その先生方の

あるのでしょう︒必要な書類がそろってないとか︒

揮藤

中身が非常に問題なわけです︒

が必要な数そろっているか︒この教員がこの科目をやれるかという︑

ておればいいように見えますよね︒教員資格審査です︒有資格教員

大体それだけ大学がどんどんできるときというのは︑教員が

だめです﹂とっき返すような場合もあります︒

そもそも足らんわけですからね︒

の審議会の先生に根回しにまわるんですよ︒だから審議会の各専門

証によって非常に左右される⁝⁝︒大学としては︑今度は裏で個々

西田

といわれたらどうしょうもない︒事務のほうは先生方の話を整理す

るわけでしょう︒﹁こいつが小児科のこんなことをやれるもんか﹂

先生だったら臼本じゅうの医学部の一応名の通った人は皆知ってい

公表はしていないのですけれども︑その先生方は︑例えば医学部の

要するに︑行政のレベルでつき返してしまう場合があるわけ

伊藤

西田

部会の主査だとかというのは構外には秘密にしているのですけれど

るだけですから︑そんなに知恵は使わない︒

専門部会の先生というのは︑これも誰が専門部会の委員かと

ですね︒

も︑やっぱり蛇の道は蛇で︑その先生方の家にもおそらく皆いって

導管

あります︒しかし︑審査になると︑むしろ審議会の方々の心

いるのでしょう︒認可申請というのはそれだけの非常に危険性のあ

ると思うのですけれども︑実際に審査に入ってからだめになるとい

実際に審査にかかるまでの間にアウトになる場合もかなりあ

る仕事です︒

人が手を回して政治家のところがら大臣のところへ︒どの大臣だっ

けですからね︒しかし︑これはどうしようもない︒時にはそういう

ルの前で泣いていましたね︒すべての経済投資を一年間棒に振るわ

来て︑﹁おたくは今年はだめです﹂といったら︑庶務課長のテ⁝ブ

学部は初年度は落第しました︒審査の結果︑理事長候補者がやって

ります安楽死で問題になった東海大学の医学部︑ああいう大学の医

の︑最近よく問題になります帝京大学の医学部︑それから平塚にあ

ら九州までまわりました︒今でも覚えておりますが︑皆さんご承知

西田

所澤

国公立大学でも結構そういうところはありましたか︒

けです︒

い﹂というようなもので︑浪人二年︑三年ということもあり得るわ

くさん来ているのですから︑﹁あなたのところはまた来年いらっしゃ

たのではないでしょうか︒一人︑三校か四校担当しているくらいた

ぐらいでしたかな︒僕らのひどい頃には︑それは半分もいかなかっ

明年度の設置認可になったと新聞に出ますわね︒あれは申請の何割

西田

国立大学もこの設置委員会にかかるんですよ︒学部の新設と

う事例もかなりあるわけですか︒

たかな︑大臣室へ呼ばれて︑﹁西田君︑何とかならんか﹂﹁だめです﹂

か︑そうそう︑大学院の新設もそうです︒国立の場合特に︑あの頃

実地視察のときには私どももずいぶん先生方と一緒に中国地方か

﹁どうしてもだめか﹂﹁だめです﹂﹁じゃ︑僕からそう引導を渡そう﹂

は大学院の新設がずいぶん出ました︒そのときには学部の先生を大

それはもう︑合格率はどれくらいでしたかな︒三月の末頃に

といって︑決して無理はされなかったですね︒

学院のこの講座の担当として申請する︒その資格審査でずいぶん落

やはり設備の問題とか教授陣の問題とかカリキュラムの問題

伊藤

分のところへ大学院をつくろうと持ってくる︒ふたを開けてみたら︑

ちる先生が出てきます︒一所懸命その学部長さんがやってきて︑自
カリキュラムは大体目に見えないものですから︑書類に書い

とか︑大体そういうことですか︒

西田
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先生のところは半分位の先生が合格だけれども︑よく見たら︑その
学部長も落ちているんですよ︒

所澤

闘圏教組との付き禽いと六学の管理・運営

というのは今もないようなのですけれども︑教育のほうについては︑

ああ⁝⁝︒

ませんけれども厳しいものだし︑審議会の先生方は皆︑少なくとも

何か問題が起こっていた時期ですか⁝⁝︒

伊藤

学問的にはどこからも非の打ち所のない方々でしょう︒だから皆文

西田

厳しいです︑どうしょうもない︒これは私ども中身はわかり

句をいいませんでした︒実地視察にまでいっていただくのですから︑

だから︑どこまで確定的なものがあったのかどうか︒しかし︑教育

西田

なかなか苦労の多い仕事です︒あの当時の設置審議会の会長は明治

学部というのはそんなにつくりましたか︒あんまりつくってないで

先ほど設置基準の話があったのですが︑教育学部の設置基準

大学の学長さんでした︒佐々木さんといったかな︒設置審議会の運

伊藤

西田

伊藤

その専門部会の人が主としていかれるわけです︒設置委員会

分担して︑先生ご自身も︒

いかれるわけですね︒どこか専門の分野で︒

ご自身も実地にいかれるわけですか︒

育学部と一緒にできるところが多いですよね︒

所澤

伊藤

学芸学部が教育学部に切り替えになったときに︑教養部が教

戦後にワーッとできただけで︒

しょう︒

その当時はあったのか︑薪規でつくった覚えはありません︒

営というのが庶務課長の一つの仕事というような格好でした︒

西田

西田

慢罵

僕も︒庶務課の連中は皆先生方のお世話でついていきます︒

それに課長がついていくということもあるのですか︒

入れ替えをした︒むしろ師範学校固有の先生のほうが立派な教育能

母体でしょう︒旧制師範学校というものが衣替えして︑多少人間の

どこにでもわんさと師範学校があったわけですよね︒これが

の正委員の先生方も︒

西田

力を持っておられたのだけれども︑学問的業績という点で落ちて︑

きたということはよくありますね︒

向こうの学校と相談して︑宿の世話から何からね︒いった先で必ず
そうでしょうね︒

伊藤

新制大学のほうであまり評判のよくない先生方が学芸大学に流れて

伊藤

それは︑こちらの意向として︑昼飯は簡単にしてもらいたい︑

お土産が出たり︑昼飯の接待があったり︒
西田

が教育学部になるわけですよね︒だからまあ︑同じ教育学部といっ
ても全然違いますね︒

東大のように︑師範がなくて︑文学部の教育学科かな︑それ

夜は宴会なんかやらないとか︑そういうコントロールはしました︒

れども︑﹁あなた方は教育学といって︑小中学校の教育はあって︑

東大の教育学部の先生方は私も個人的に知っているのですけ

西田

そうですが︑お目付け役の役もあるのですね︒しかし︑お目

伊藤

菓子折りを持ってこられたのには参りました︒

付け役が自分でやつちゃったらまずいな︵笑︶︒

西田

大学教育というのは誰が研究しているんだ﹂といったら︑誰もやっ

そうなんです︒僕が大学院にいた頃はまだやっていませんで

ていない︒

所澤
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けです︒ずうっと並んで︑廊下があって︑﹁集まれ﹂といったらパッ

と出てくる︒軍事教練みたいな非常に厳しい管理をする︒国民精神

した︒

西田

の育成の根源だという形︒やっぱり国家的な筋金入りの先生をつく

紺屋の白袴だと︒だからこの前申しあげたように︑大学は森

羅万象を研究するけど︑大学というものと学生というものだけは研

後の話になるのだけど︑私が庶務課におってからずっと中教審の

う︒

度がある意味でマンツーマンの非常に厳しい指導があったのでしょ

るという意気込みがあったのでしょう︒宿舎がそうですし︑教育制

先生が庶務課長をおやりになった頃に︑教員養成の制度につ

究していない︒学生課長のほうがよく知っているんだって︒

村上
いていろいろ議論されているということが⁝⁝︒

西田あったでしょうね︒教員養成課というのがあって︑ベテラン
それは教員養成課のほうのお仕事であったということですか︒

政府運動とか文部省に対する反対運動というものは︑私はこれはイ

といろんな接触をし︑国会答弁などいろいろ見ていて︑日教組の反

おわりの頃まで︑日教組が一番強い頃でした︒あのB教組の人たち

村上

ええ︑それは庶務課では直接は︒教員養成課というのは大学

の課長がおられた︒

西田

もを教育してきたやつが皆戦争にいって死んじゃって︑そしてコロッ

デオロギーではないと︒戦前の師範教育によって徹底的な忠君愛国

ああ︑そうですが︒

とひつくり返っちゃった︒その戦前の師範教育の国の指導方針︑こ

局の中では非常に独特の雰囲気を持ったところでした︒前の師範学
伊藤

ええ︒ほかの学問分野の人から見ると︑教育学なんて学問じゃ

の国家を一〇〇パーセント信頼する教育を受けてきて︑それで子ど

西田

れが一〇〇パーセント間違っているんだといわれたことに対する一

校以来の伝統⁝⁝︒

ないなんて混ぜ返す人がいますけれども︑教員養成というのは非常
そういう意味では法学部と同じですね︒

左翼のイデオロギーとは全然違うね︒国家主義的な教育指導方針に

対する反発で出てきている︒日教組の反対というのはそういうので︑

つの怨念みたいなもの︒だまされたという︒それがやはり文部省に

伊藤

独特の雰囲気なんですが︑今でもあるようですね︒文部省の

に実践的な重殺ですからね︒

所澤

対する恨みだと︑こういう感じですね︒

おもしろいのは︑NETのテレビでおしまいのほうに︑あの当時

中でどうしてそういう雰囲気が残っているのでしょうか︒人が異動
しないからなのでしょうか︒それとも︑そういう人がいっぱい入っ

成というのは明治の初めから非常に大事にして︑森有礼大臣のとき

野でしたでしょう︒大学なんかとは違った師範教育という︒教員養

り︑文部省の中では昔から師範というものの系列はずっと独自の分

西田

いた︒うちへ帰って︑﹁どうだったしというと︑﹁愼枝さんって話の

組の委員長とやるんだ﹂といったら︑女房が緊張してテレビで見て

です︒損枝さんと︑たった一五分聞ですけれどもね︒﹁あしたB教

ますがいいですかしというから︑﹁ああ︑いいですよしといったん

す︒それはプロデューサーが決めてきたんだけど︑﹁日教組とやり

の日教組の委員長の楓枝︹元文︺さんと対談を二度ほどやったんで

に師範学校の制度というものを確立して︒あの当時の思想からいえ

分かるいい人じゃない﹂と︵笑︶︒二回目か三回目のときに︑放送

てくるからなのでしょうか︒

ば︑師範教育というのは軍隊教育のいいところを全部取り入れよう

がすんだ後に喫茶店でそこのプロデューサーなんかと一緒に彼もコー

教員養成の課長さんは︑あの人は古い人だったなあ︒やっぱ

という形で︑師範学校の寄宿舎というのは兵舎と同じ構造にしたわ
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回

ピーを飲んでいまして︑﹁実は︑きのう帰ったら︑﹃棋枝さんってな

田んぼでまだ人が仕事をしているときに学校の先生が知らん顔して

ちは帰れない︵笑︶︒それが一つ︒同じ県内でも︑この地域とこの

かばんを提げて帰るというのはみっともないから︑まだBのあるう

﹁いや︑私の女房も︑﹃文部省の人ってもっと怖い人かと思ったら︑

地域︑昔の前身の師範学校が違うとまったくその勤務のパターンが

かなか話の分かる人だ﹄と女房がいっていました﹂といったら︑
いい人じゃない﹄って﹂と︵笑︶︒プロデューサ⁝が︑﹁こういう謡

違うのですね︒だから︑やっぱりあれは一つのカルチャーですな︒

ではどこまで残っていても生徒の試験問題の世話をするとか︑こち

をしてほしかった﹂といって悔しがってね︒正式な話し合いという
そういう話をなかなか本番ではできないですよね︵笑︶︒

らはサッサと帰っちゃうということは︑その地域の前身の師範学校

その師範学校の先輩以来︑先生の勤めぶりというものは︑この学校

伊藤

もう台詞が決まっていますね︒人間というのはそういうもの

のは型にはまったようなもので︒

西濁

の区画によって非常にはっきり違いました︒それ全体を通じたら︑

で日教組の代表を呼んで︑そのデータを見せて︑超過勤務はだめだ

なんだね︒そういう点ではずいぶん私どもはB教組の連中とお付き
その後の大学管理法の問題なんかのときに関連して︒このときだっ

ぞといったら︑﹁こんなブルジョア統計が﹂といいやがったから僕

何も超過勤務手当てを出すような理屈はちっとも出てこない︒それ

たかな︑もうちょっと後かな︑教員に対する超過勤務手当てを出せ

は癩に障って︑﹁どこがブルジョア統計だ︒変な言葉を使うな﹂と

合いしましたQ

とかというような問題がありました︒そのときは︑それに対する教

いってね︵笑︶︒

それも計算機を回してやったわけですか︒

員の勤務状態の正確な統計をとろうと︑私得意の例のサンプル調査

伊藤

それは一応印刷資料をつくられたわけですか︒

で︑日本じゅうの県の中で︑それぞれ違った地域の旧制師範学校に

所澤

つくったはずです︒文部省の中のどこかに残っているのでは

統計の面では︑そういうこともあったし︑いろいろやりまし

西田

西田

で︑その人の一ヵ月間の勤務状況の時間割を全部書く︒この人は授

ないかと思いますが︒

関係のあるところがら現在の小中学校の先生をサンプルして︑その

業をした︑これは試験の問題をつくった︑この日は受験勉強をさせ

あるでしょうね︒

た︒

たとか︒そういうものをやって︑先生方がどんな仕事にどれだけ忙

伊藤

それはいい資料ですね︒

学校を毎月違うところにあてて︑その学校の中でまた違う人を選ん

しいのかというのをやったのです︒あの調査は文部省に残ってない

所澤

結局︑その後統計課のどこかに入っているでしょうけれども︑私の

かな︒僕は残念ながら手元にないのですが︒膨大な調査でしたが︑

おもしろかったことは︑出てきた結果は︑先生方が朝八時半なら

ような立場から統計をやろうという興味を持っている人がいないと

個人を全部サンプルしたのですからね︒膨大な調査でした︒

八時半に出ていって︑忙しいから後に残っているとか︑勤務時間が

だめですね︒結果は使うけれども︑企画してやろうという人はやは

西照

長いとか超過勤務しているとかといいますけれども︑先生がいつ学

り多少とも理科系の素養がないと︒

私が非常に自信を持ってやったのです︒

校を引けて帰るかというのは︑その地方の日暮れが何時頃かによっ

観藤

こういう目的のためにこういう調査をするということですよ

て決まっているのです︒それはそうでしょうね︒田舎の小学校で︑
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庶務部長の再教育という格好の研修です︒文部省がときどき︑一年

西田

伊藤

西田
庶務課長の仕事で定期的にやったのは︑国立大学の事務局長︑

大筆法ですか︒

あと庶務課長のときに⁝⁝︒

教授団というものが最高の権威を持つということは︑これは政治組

スするもので︑サービス機関なのだ︒その立場から見れば︑大学の

理者というのはそういう人の研究活動がうまくやれるようにサービ

持つ︒学生はそれを学ぶものだから︑その先生方に教えを請う︒管

な権威のある教授団というものが大学の中で一番オーソリティーを

た教授というものがもっとも権威を持つ︒そうなると︑その学問的

に一遍か二遍はやるのですよ︒この庶務部長︑庶務課長の研修は大

織からいえばアリストクラシーだ︒

ね︒

体庶務課長の私の担当でして︑文部省の隣の会館に集めて一般的な

うのはない︒完全に対等な人間の立場にいる︒これはデモクラシー︒

今度は︑学生の教育という立場︒教育という立場からいえば︑大

法律によって設置されている国立大学などは︑公共の営造物とし

だから︑オートクラシi︑アリストクラシー︑デモクラシーと︑

話をしたり︒そのときに私がいつもやっておりましたのは︑前にこ

て︑これは一種のピラミッド型なんだ︒その面から見ると︑学長が

まったく違う構成要素というものがある︒そのどれか一つだけが大

学の中で一番大事なのは学生なんだ︒その学生をうまく育てていく

トップにおって︑教授会もおり︑学生もおる︒しかし︑そういう公

学だといったらだめになってしまう︒その三者を同時にわきまえた

の本︵﹃教育改革の課題﹄︶に書いた私なりの大学論︑つまり︑大学

共営造物という立場から見れば︑すべての権限が学長に集中してい

うえで︑すべての問題の解決についてどういう割り切り方をしてい

ように世話をするために教授会がある︒その全体の学園生活という

て︑教授といったって大学の雇い身なのだ︒月給をもらって雇用さ

くかというところにある︒それを︑教授会が万事やれるのだといっ

というものの運営がどんなに難しいかという私の一つの考え方です︒

れている雇用関係︒学生は電車のお客さんみたいに賃金を払って乗っ

て教授会が思い込むと変なことになってしまう︒学生が︑俺たちの

ものをうまく調整していくために管理者というのがいるので︑これ

ているだけなんです︒四年たったら卒業していくので︑乗客みたい

大学だからと勝手なことをやってもだめ︒管理者が︑俺たちのいう

大学というのは一般の会社とも違う︒企業や普通の役所とも違って︑

なもの︒その全体を運営しているのは大学の当局なんだ︒その意味

ことを聞けということだけでもだめ︒そういう点が大学運営の凄く

もサービス機関だ︒この意味での管理者︑教授会というものは︑そ

で大学を見ると︑大学の管理者︑教授︑学生というものは︑一種の

難しい点︒これは会社にもないし︑役所にもない︒この難しいこと

大学の運営の難しい原因には︑大学の中に三つの違った原理が共存

ピラミッド型において︑絶対的な権力体系として︑政治組織でいえ

をうまく運営のうえでどうやっていくかという大学運営論というも

れぞれ役割はあるけれども︑そこに上下の関係とか権威の関係とい

ばオートクラシi︑専制主義なんですね︒何人にも侵されない権限

のを誰も研究していないという話をしました︒その大学論というの

して︑それを並行的にやらなければいけない︒

というものを学長が持っている組織であるという見方がある︒オー

が私の持論でして︑そういうことをいってみたって︑﹁まあ︑そん

結局︑運営について事務局長や庶務課長を訓練する方法というの

なものかな﹂というだけです︒

トクラシーという原理がまずある︒
その学校が何のためにあるのかといえば︑学問研究のためにある︒

学問研究ということになれば︑その学問を体得し︑研究能力を持っ
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育学というものをやるとすれば︑そのケーススタディーメソッドと

かということで非常にいい勉強になりますね︒だから私は︑実践教

がそこに生に出てきて︑そんなことをほかの先生方はやっているの

タディーをやりました︒個々の先生の持っている教育体験というの

方に毎年夏研修会を開いて︑やはり学生指導と学生教育のケースス

たときには少し続けました︒私は︑高專にいった場合も高専の先生

これがやはり一番いいだろうというので︑それを私の庶務課長だっ

上の問題にどう対客すべきかということを少しずつ学習していく︒

そこでそれについてディスカッションするという形で︑生きた運営

スを具体的に書いてくれと︒それをケースブックとして皆に配って︑

各大学の事務局長や庶務部長に︑自分の学校で運営に困っているケー

形で︑あそこの会議で集まって︑数名ずつのグループに分かれて︑

教育学とか心理学とかひととおり基礎は習いまずけれども︑生きた

をやる︒ところが教育の世界で︑私が学芸大学におったかぎりでは︑

病理学という基礎学をやって︑臨床をやって︑そしてケーススタディー

の根源を探るということをやっている︒医学は︑生理学︑解剖学︑

は生きた人間を相手にしてケーススタディーをやって︑それで問題

のを徹底的にやって︑それが臨床のほうに跳ね返ってくる︒医学部

したんだなと︒すべてのケースについてケーススタディーというも

のは聞違っていたか︑どうして薬が効かなかったか︒あそこで失敗

なったら病理解剖をやる︒そして︑なぜあのときにあの処置をした

る︒特に病理学をやって︑

が︑医学部のやっていることの一番の特色は︑その臨床をやってい

育が医学ほど専門分野として発達しないかと我々は議論したのです

うものが人聞の体を根手にし︑教育は心を網手にしている︒なぜ教

こうするんだ﹂と︑全部見せておいてやるわけですね︒あの年寄り

いうのは非常に意味があるだろうと︒

子どもを相手にした臨床というものを本当にやるところまでいって

は︑私がアメリカにいったときに向こうの大学で見てきたケースス

ケーススタディーですね︒

いない︒

の大家が︒心臓の切除から全部︒それが一つの臨床教育︒医学とい

伊藤

それなしに︑﹁教育とは篇というようなことで厳かなことを

教育実習︒

タディーです︒その事例研究のシステムというものをやろうという

西田

伊藤

も僕の知っている範囲では︒それでは実習にならないじゃないか︒

業をやれるかといったら︑指導の先生がやれないんです︒少なくと

腸の手術はこうするんだとやれるように︑先生がその見事な模範授

一人の患者を一所懸命治療しても︑亡く

いってみてもだめですよ︒

いったときに実習を指導できる先生がいないわけですね︒盲

おっしゃるとおりですね︒

西国

伊藤

團教育課程のシステム艶麗を通して

そういう意味で︑教育学が高度の専門分野になるためには︑臨床教
指導といえるのだったら︑その先生が︑﹁今からこのクラスの生徒

とう︑仲闘で教育のシステム分析の研究をやろうということをやり

私が後で官房審議官になったときですが︑そういう議論からとう

育学というものを確立しなければだめだ︒

が数学が好きになるような教育を俺がやってみせるから見ておれ﹂

ましてね︒何かというと︑教育というものがこういうことを身につ

私はよくいうのですが︑学生の教育実習だといって︑それを

と︒それがやれなければ本当の指導にならないわけでしょう︒医学

けさせるのだという目的はいろいろ議論があるのですけれども︑そ

西田

部の先生は威張っているというけれども︑彼らは︑﹁盲腸の乎術は
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おられるだろう︒日本中の学校の中で一番見事だと︑誰もがいいと

もっとも模範的な漢字の教え方というのはどうなんだ︒皆がやって

発達しない︒例えば︑義務教育の段階で二千何百字漢字を教える︒

れをどうやったらいいのかという具体的な方法論の議論がなかなか

侵藤

そのときにはね︑単なる心理学者ではなく︑理科系のエンジ

おもしろいですね︒

ろうというので︒おもしろいでしょう︑こういう考え方︒

ろうとQティーチング︒ラ⁝ニング︒プロセスのシステム分析をや

フィードバックなのだから︑そのプロセスが教育課程というものだ

ニアでシステム分析をやっている専門家も入れて︑そうしたらもっ

西田

究会で分析してね︒まず最初に黒板に先生が字を書くのか︒生徒に

と教育の進歩はあるだろうと︒

いう先生の授業というものを完全にビデオに収めて︑それを一遍研
当てて答えを出させるのか︒つまり︑生徒と教師との間の情報のフィー

所澤

析して一般化する方法をしたらどうか︒その研究会を窟房審議官の

誰だってできるじゃないか︒そこまで教育というものをシステム分

ようなことを抽象的にいわないで︑そのシステムを公開してやれば

に残るという分析ができるはずだ︒それができたら︑名教師という

ムでいくことが一番最終的なアウトプットが大きいとか︑学生の中

エンジニアリングの仕事ね︒そのシステム分析をして︑このシステ

学生に見せられるものとか︑実際に教育現場に持っていってこうなっ

はそれをやるということになっているようなのですが︑現実には︑

かということを分析した実例がないんですね︒理念的には教育工学

にどこに問題があって︑それをどういうふうに改善したら変わるの

えて︑そしてこういう結果が出てきたと︒あるいは︑先生の教え方

うことをやって︑本当にこういう形で︑うまい先生がこうやって教

るのですね︒ただ︑事例がないんですよ︒つまり︑ちゃんとそうい

実は大学で教育工学という授業を担当していて︑その話をす

ドバックですね︒その交流のプロセスをシステム分析する︒これは

ときに貸間でやり始めたのですが︑中教審が忙しくなってすっ飛ん

ているのだと見せるものが︑今はないですね︒

玉澤

西田

村上

今︑僕の個人的な体験からいくと︑どうも教育委員会では逆

そんなのはどこでもやる気になったらやれるはずでしょう︒

ああ︑それは惜しかったですね︒

人に成功したか︒こういうのはデータが数量的に出てくるわけです

に︑例えば千字の漢字を何ヵ月間に覚える︒どこまで覚えたか︒何

さっきのように漢字を教えるということだけのきわめて単純な目的

西圏

へ

じゃいました︒

行しているような感じですね︒まず︑そういううまい先生とか︑要

ね︒そういうところがら始めていくと︑教師と生徒の間の交流の仕

教育的成果というものを評価するのが非常に難しいのですが︑

するに腕のいい先生という特殊な存在を消そうとしているような感

も︑豊かな社会になったときの最大の問題は︑人間の価値観の問題

方についてある種の法則性が分かるのではないか︒それはやはり教

西田

だろう︒すべての人が生きがいをどこに見出し︑どういうところに

じがするのですね︒つまり︑そういう人を模範にしてというふうに

理性を追求していってね︒一所懸命先生は教えているけれども︑無

人生観を形成していくか︒その価値観の形成という問題について教

育研究だろう︒明治以来︑役に立つ知識︑技術を教えてきたけれど

駄なことの繰り返しかも知れないしね︒どうやったときに生徒を喜

育学というのはどういうアプローチをしているのか︒これは大問題

動いていかない︒

ばせて︑どういうときに一つの罰を与えて︑それによって人間とい

なんです︒だから︑人間が生まれて︑それぞれ自分なりの価値観を

誰かをほめるとか手加減するというのではなくて︑事柄の合

うのは反応するわけでしょう︒一つのアクション︑リアクションの
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回

考え直さなければならんのではないか︒長年専門化していくにつれ

は専門のことはわかりませんけれども︑非常に感銘を受けました︒

形成していくプロセスというものをもっともっと研究して︒道徳教
りに生きる力というのをいっているでしょう︒あれなんかも︑そう

ご立派な方だと思いましたね︒沖中先生は虎ノ門病院の院長になら

て私はそういう不安を持っております﹂と諄諄と話されました︒私

いっているけれども︑じゃあ︑生きる力というのは何なんだ︒それ

れて︑まもなくあの立派な方が痴呆になられたのだそうですね︒

育という言葉をしきりにいいまずけれども︑今頃また中教審がしき

をどうやって測定するのか︒それを高めていくための方法としてど

西照

伊藤

そうです︒その後もまねしてできたかもしれませんが︑あれ

それが最初の看護学部ですか︒

あとは庶務課長時代では︑聖母加の看護学部ができたときの話︒

そうですよね︒

が初めて四年制の⁝⁝︒大学院もつくったのかもしれませんね︒看

んなことが可能なのか︒それをやらないとね︑学校に向かって︑
観藤

本当に現場の多くの人はそう感じているのではないでしょう

﹁生きる力﹂といっても︑何もいわんのと同じですよ︒

血尿

学局の人に話を聞いてもらいたいしといったら︑局長が課長全部集

て︑﹁私は医学部を長年やっていて今度やめるのですけれども︑大

生が定年でやめられるときに私どもの小林局長を訪ねてこられまし

学部に有名な沖中内科というのがありました︒あの沖中︹重雄︺先

たことを少し付け加えます︒昭和三十七年だったな︑東京大学の医

西之

きに︑文部省は短大の部長を医学部長の下に置くということに対し

所澤

西珊

伊藤

西田

医学部の中に看護学科をつくったでしょう︒

医学部看護学科にしたんじゃない？

そうそう︑そうそう︒

が起こっていたというように思いますが︒

所澤

そういうコースがあって︑看護学校を短大にしょうとしたと

護婦さんというもののステータスがパーツと上がったわけですよね︒

まれといって︑局長室で話を聞きました︒非常に謙虚な穏やかな話

て反対して︑学長の直轄じゃないとだめだと主張したと︑確か﹃東

か︒

の方でした︒あの人は大学の卒業講演でも︑自分が何十年間教授を

大百年史﹄に書いてあったと思うのですが︒

その頃に︑東大で看護学校を短大にするとか︑そういう問題

やっていて︑自分がやった内科診断でどれだけミスがあったかとい

西田

あと庶務課長時代に多少印象に残っていることで感銘深かっ

うことを自分で発表されましたね︒その先生が︑最高の大家と思っ

て置かれているという︑○○大学短期大学部というやり方にしてい

人は胃袋ばかり見ている︒それでその専門性が高まっていくけれど

ということがなくなってきた︒ある人は心臓ばかり見ている︒ある

るのは︑だんだん医学教育というのは︑人間というのを全体で見る

ます︒なかなかその意見は通らないのだけれども︑

伊藤

看護学科は看護学科としてあって︒

看護学校は看護学校でそのままですよね︒短大化していない︒

学部のコントロールができなくなると︒それで結局︑東大は今でも

所澤

今は保健学科になっています︒

るから︑学部の所属ではないということですね︒

文部省の制度からいうと︑短大というのは全部大学に並列し

たら︑﹁私は将来の医学部の教育について心配していることがあり

も︑一人の人間の調和した命というものがどうなのだと見る目がだ

所澤

看護学校というのはお医者さんからいうと便利なんですよね︒

一番心配してい

んだんなくなってしまって︑これで一体医学といえるのだろうか︒

西田

東大の医学部は︑短期学部を医学部長の下に置かなければ医

だから︑医学教育というもののカリキュラムのたて方から根本的に
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す︒

す︒文部省は短大制度で看護短大を認めるということにしたわけで

強しなきゃいけない︒だから︑看護短大は全部三年制にしたわけで

大が二年だけれども︑厚生省の看護婦の基準からいうと︑三年は勉

いうものをつくったわけです︒看護短大をやるときには︑普通の短

護婦あがりといったらそんなに高く見られない︒それで看護短大と

学校を出ても何も学歴にならない︒お嫁さんにいくときだって︑看

使っている︒これが非常に不満があるわけですよね︒それでは看護

しての准看護婦か何かみたいなもので︑身分の安定しない形でこき

学校にいって教育しているといいながら︑実は安い月給で看護婦と

ているのだけれども︑どうもそうはいかない︒三十九年の十一月に︑

てきて︑新しい自治︑学問の自由のつつかえ棒としてやりたいと思っ

い権限でコントロールするという一つの被害妄想みたいなものが出

学ごとに検討して意向を取りまとめた中間報告を持ってきた︒新し

がそれをスクープして公表したものですから︑国立大学協会が各大

合えば法案作成をもっていきたいと︒しかし︑三十七年六月に新聞

来ましたと︑文教部会の中で説明しているわけです︒なんとか間に

充分検討されていないので︑中教審に諮問をして︑そこから答申が

で六・三・三制をやってきたけれども︑最後の四の大学のところは

大学法の始末︒衆議院の別館で文部大臣が説明をされて︑これま

茅︹誠司︺先生と平沢︹興︺さん︑東大と京大ですね︑とりやめた

東大はそこのところで短期大学を医学部の下に置きたいとい

所澤

の当時の総理は誰でしたかね︑国会対策上︑総理大臣もあんまり乗

ぜひ法案化はやめてくれと︒そういう格好でやっているうちに︑こ

かく了解を求めるということで︑申教審の努力は分かるけれども︑

知郎さんかな︑東畑︹精一︺さん︑有沢広巳さん︑同じことでとに

らよかろうということで申し入れがあった︒三十八奪には︑中由伊

ずいぶんガタガタ揉めていたという記憶だけはありますが︒

うことだったようです︒

伊藤

岩穴学管理綾の歯止に関連して

というところがメモしてありました︒要するに︑大学のことは大学

文部省に来て︑皆さんがそいつをぜひやめてくれといっておられた

法制化しようという提案に対して︑国立大学協会の会長︑副会長が

ですが︑ところどころ中身が︒幾つかの手帳に︑この大学管理法を

い手帳を見ておりましたら︑日程表なんていうのは何もわからない

ろが︑それが決まった途端に大学側が猛烈に反対されましてね︒古

にかく何とかせにゃいかんという形で審議会が答申を出されたとこ

あ︑大学管理法の中止というやつがあった︒これは大学管理法をと

西田

だ︒森戸先生自身が﹁森戸事件﹂という格好で東大を追われた人で

心配されるけれども︑それは戦前の歴史をいろいろ考え併せるから

国の行政権による大学のコントロールというものを非常に皆さんが

されるので︒その後︑中教審の中心になられた森戸︹辰男︺先生が︑

西田

揮藤

それは︑大学管理という言葉自体で大学の人はごそっと反対

何が一番反対点だったわけですか︒

れしてしまったわけです︒非常に大学が組織的に反対をされました︒

なかったらまた法制化を考えろということで︑政治家のほうも腰折

を聞きましょうと︑次期国会提出はやめになった︒今後うまくいか

ずいから︑大勢やむをえない︒もう一年見送って世論各方面の意見

り気ではない︒結論は︑文教部会で事前相談ができなかったのはま

に任せてくれと︒文部省があんまり言い出すと内輪がおさまらない

しょう︒その森戸先生が︑﹁戦前の国家権力というものは軍隊とい

庶務課長のことについて申しあげることはそんなことですな︒

からという形で︑いろんな反対論が出てきて︒
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回

学の自治というのはまさしく戦前の﹁天皇の神聖は侵すべからず﹂

まったく異質なものだということを知らない︒今の大学の人は︑大

西田

になったと思うのですけれども︒

村上

をつくった人も大変だったと思います︒

これはもちろん大学課です︒そういう法制化をするとすれば︒

この法案の担当は︒

結局︑大学管理というのは︒

まあ︑そうかもしれませんね︒

取り入れて︑学校の実験装置その他をかえて新しいモデルプランを

タープランはこしらえました︒国立大学では電気通信大学がそれを

うものをどういう実験装概をそろえてどうやればいいか︑そのマス

ろうと︑理工系増募の一つの手段として︑理工系の多人数教育とい

理化をし︑大勢の学生に効果的な理科教育をやるような体制をつく

それを忘れていましたな︒庶務課長の頃に今の理工系増募が

大学課ですか︒

やり始めました︒旧制の大きな学校というのはとてもそんなものは

いうのは︑一年生で入って︑三年生になるときにほかの大学にかわ

が庶務課長のときにやったことがあります︒

部の多人数教育をやり始めました︒そのきっかけをつくる仕事を私

150

ええ︒これ︹﹁文部省歴代幹部職員一覧︿平成十三年一月五

と同じような考え方をしている︒おかしいじゃないか篇と中教審の

非常に問題で︑私はもともと理科系なもので︑今の工学部の教育と

西田

ときにいわれました︒先生ご自身はそういう感想だったわけですね︒

いうものは︑機械装置︑実験装置と非常に手間がかかってなかなか

う一つの暴力組織を持っている︒その背景における国家権力と︑新

だけど︑そのへんは非常に短絡的に考えられるわけです︒戦前の大

大量養成ができないというので︑大学の先生方と一緒に文部省の庶

日現在＞bは便利ですよ︒縦横そろえて見るのは大変ですね︒これ

学は文部省がコントロ⁝ルしたとか︑教授の首を切ったとか︒大学

務課の中で︑﹁多人数教育しという言葉で一つのカリキュラムの合

憲法下における国の行政権というもののコントロールというものは

管理という書葉自身が既にアレルギーですね︒今だってまだそうじや

庶務課長時代に︑理科教育の振興のお話が高等教育でも話題

ないですかな︒

ええ︑大学課で︒あとは調査局審議官のほうへ少しいきます

入らなかったのですけれども︑私立では早稲田大学の理工学部が︑

るというような制度があって︑例えば医学部などで︑東大の医学部

伊藤

学部長は何ていう方でしたか︑大変熱心で︑早稲田で模範的な工学

に入れないために千葉大の医学部にいったとか︑あるいは群馬大学

どものほうで村上君がつくった表によりますと︑国立大学設置法の

一番最初にお話しがありました教養部設置等については︑私

でも三年から東大の教育学部に入るとか︑そういう三年次編入の制

一部改正︹一九六三年三月︺が行なわれていますね︒やはり法改正

講座学科目省令などで学部の構成をやったときに︑その土台

なのですね︒

西田
医学進学課程というのがありましたね︒正規の医学教育を受

西田

としての法律のほうも︑国立学校設置法のほうもかえなければなら
当でした︒

ける前に医進課程というものがあって︑教養部は医学課程の役割を
タッチされてなかったのですか︒

ないようになったかもしれません︒そういう法令関係は庶務課の担
所澤

するという格好なのかな︒あんまり私は正確に覚えておりません︒

ては何か先生はかかわられましたか︒

度がずいぶんあった時期だと思うのですが︑そのへんのことについ

すみません︑もう一つ︒先生が庶務課長をされていた時期と

所か西伊西智識伊
澤。田藤照藤田藤

それだけは勘弁してくれ︒特別の法人になったら︑国家公務員では

福田︹信之︺学長が︑﹁ほかのことはいろいろ採用したけれども︑

答申で︑あれと同じように筑波はやりませんかといったら︑筑波の

法人とかというのがありますね︒筑波大学ができるときに中教審の

校設置法による国立学校をやめて︑最近やろうとしている特別行政

やはりあんまり気持ちよくないのでしょうな︒しかし︑今の国立学

は文部教官です﹂というのですね︒文部教官と﹁文部㎏がっくのは

西田

所澤

西田

あれは不思議なものでね︑国立学校は︑﹁あなた方は身分上

認証官にするというのは︑御名御璽が要るというやつですか︒

大学管理法と関連しているのでしょうね︒

て︑そこにおかあさんがおって︑それが厳しく訓練する︒それは学

西田

伊藤

そのものずばりでしょう︒芸子さんとしての修行を置屋でやっ

ハッパッハッパッ︵笑︶︒

学系と学群というのは︑その置屋とお座敷みたいなものだと︒

かったら︑そこへ舞妓さんとかをチームで連れていって芝居をやる︒

うのがあります︒そこで琴︑三味線の修行をしている︒お座敷がか

祇園にいくと︑芸者さんの組織があるわけですね︒芸者の置屋とい

わからないんじゃないかというと︑あの先生は京都だから︑京都の

京都大学の堀尾︹輝久︺先生が︑学群と学系というのは何だかよく

これを中教審で議論したときのおもしろいのを思い出しますが︑

ステムで︑こちらは研究のシステムだと︒学部はそれを一体のもの

なくなるのか﹂というから︑﹁それはなくなりますよ篇と︒﹁そうなっ

系ですよね︒学群というのは︑きょうのお客さんには舞妓さんが多

学長認証官法案が廃案になったというようなこともあります

たら年金はどうなるだろう﹂とかね︒今まで先生方は文部教官とい

いほうがいいとか組み合わせて︒中教審でそんな話も出ていたんで

伊藤

うことで文部省からコントロールされるのはいやだといっていたの

すよ︒おもしろいでしょう︒筑波大学はそれだけ採用したんだね︒

だと明治以来してきた︒しかし︑これだけ大学が多様化してきたら︑

に︑今度は自由にやれといったら︑身分が国家公務員でなくなると

伊藤

が︑何かご記憶はございますか︒

いうことは不安だ︑やめてくれといってね︒だから︑今の独立行政

は人事権がどうなるかとか︑いろいろ複雑な問題が絡まっています
からね︒

でも︑実際の運用はなかなか大変みたいですね︒そういうの

教育のシステムは別に分けて︑学問は学問のシステムでいくべきだ︒

法人もやはりそんな問題が絡んできますね︒
伊藤

所澤

かわらないというようなことをいっているからね︒

実質的にかわらないですよね︒

だけど︑なんか⁝⁝︒

それは形式的ですよね︒

ごぢらにも使って︑中で金のやりくりが楽になる︒一つ一つの学校

て国立学校をどんぶり勘定にして︑こちらの学校で余裕が出た金を

で国立学校特別会計法というのをやろうと︒そうすると︑これによっ

文部関係の主査︑今の自民党税調会長の相沢︹英之︺君︑彼が担当

西田

そうなんですね︒僕もあれはよくわからないのですけれども︑

国家公務員の定員を減らすことがあれをきっかけで始まるわけです

には何かかかわられたのですか︒

ここまで公務員でありまぜんといって横へのけるだけの話で

で予算をつけないで︒そういう点で︑長期計画として国立学校を充

国立大学特別会計法公布というのがありますが︑先生はこれ

よね︒

それでも筑波は中教審の答申のように学部というものを解

実するのにはそのほうがいいじゃないかという形で特別会計法がで

これは大蔵省のほうから言い出してきたんですよ︒大蔵省の

しょう︒

学系と学群という形に分けた︒そして︑こちらは教育のシ

西伊所伊
田藤澤藤

西田

体して︑
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きたのです︒しかし︑総額自体を大蔵省のほうで締めている限りは
炉藤

るかと思います︒

それは大蔵省は爾倒くさいだろうな︒

ええ︑一つずつの査定ですよね︒

それ以前は一つ一つの大学︑全部別個に︒

西田

村上

これは官房審議官のときですね︒

それも審議官時代のお話になりますね︒

レビ出演ですが︒

西田

これもおもしろいですね︑文化祭︒

少しお休みください︒

そんなに代わり映えしなかったと思います︒

大学の数が増えてくると特にそうですね︒

伊藤

文化祭の芝居です︒これで︑直ならびに演出ですからね︒こ

ああ︑これは重たいからこれ︹アルバム︺だけ︑さっきのテ

きょうは庶務課のところだけでいいですか︒

西田

窟房審議官のほうへはこの次から入りましょうか︒

これは練習風景ですね︒

れは事務所の中を片付けて練習しているわけです︒

それでもいいですね︒やはり切れ臼で切ったほうがやりやす

西田
はい︑そうさせてください︒

いかも知れません︒

伊藤

その年表には書いて

すみません︒先ほど私は教員養成関係学部設置基準というの

はないのではないかといったのですけれども︑

B本教育大学協会が

所澤
ありますね︒一九六〇年六月五日のところに︑

これは記念撮影︒これだけ職員を動員してやるんですよ︒

ふ重ん︑女性がいっぱいいるなあ︒

ここからです︑﹁NET日本の教育論﹂︒

これはどこかにフィルムが残ってないですかね︒

鳥取に一人で介護施設で療養していた私の九〇歳の兄貴が亡

少しお疲れのご様子ですので︑無理なさらないでください︒

きょうはちょっとくたびれましてね︒

あ︑なるほど︒

これは協会の話だから︒

西田

所澤

西田

伊藤

うん︑金沢嘉市さんね︒曽野綾子と俵繭子と両方出てきたと

金沢嘉市もいますね︒

ええ︒

三人でやっているのもあるのですね︒

それから池田弥三郎さん︒

ちえ子さん︒なかなか名士が来ておられるんですよ︒これは俵繭子︒

これは読売新聞の加藤さんという人︒それから︑これは秋山

くなりまして︑ 先週の水曜臼のお昼頃連絡があって︑その日の午後

きもあります︒戸塚文子さんか︒この佐藤忠男というのは映画評論

西田先生︑お若いんだなあ︵笑︶︒

家ね︒これもいま有名になっている人だな︒
伊藤

それはあなた︑これは昭和三十何年でしょう︒三十何年前で

木曜Bに亡くなりましてね︒金曜臼にお通夜をして︑土曜日

にお葬式をして︑ 日曜日の夕方に帰ってきたのです︒きのう一B休

西田

すよ︒それは若いですよ︒﹁通知簿について﹂という話があるね︒
員だったでしょう︒

伊藤

国際会議がぞろぞろとありますから︑またかわった話ができ

うっとうしい話ですよ︒この入江徳郎さんというのが朝臼の論説委
西韻

ましょう︒ どうもありがとうございました︒

次回は決まっておりますので︑一月の分はまたこの次に決め

んだのだけれども︑ きょうはまだ臼がしょぼしょぼしています︒

ども ︑

二時の汽車で鳥取へ いったのです︒丸一昼夜生きていたのですけれ

教員養成関係学部設置基準要項を決定したとQ

西所西伊西伊
田澤田藤田藤

島西所伊西所
藤田澤藤田澤
西伊西所伊
田藤田澤藤
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西田

伊藤

事だと感心したのは落語家ですね︒やはり話術の専門︒こちらの話

伊藤

西田

窪藤

柳家つばめ︒

を見事に引き出してくる︒

西田

これこれ︑このおっさん︒﹁先生はかわいそう﹂というテー

これだけ話をしているなかで︑私が対談の相手として一番見

宮沢浩一と佐藤忠男さんか︒

曽野綾子と俵萌子さんが出られて︒

そうですね︒あ︑これが曽野さんだ︒

伊藤

か︒

西田

伊藤

いわれるといったって︒

﹁そこまでのところを西田さん一言で総括してくれ﹂とパッといわ

所澤

ナレーターが入るわけです︒これ︹写真︺は芝居だな︑何年

れるわけです︒

西田

こういうのがあると︑いろんなことを思い出すでしょうね︒

生中継︒遅刻したらいかんし︑時間が来たらピシャッと︑

生中継だったのですか︒

この方はよく出てきますね︑読売の人︒あ︑黒羽さん︒

それは︑年が離れていくということはないですからね︵笑︶︒

房も今は八○歳ですからね︒

おもしろいでしょう︑これ︒これはうちの家族です︒この女

﹁暴力学生対策﹂という︒

西田

伊藤

村松喬は毎日新聞の論説委員で︑少し左がかったのだけど︒

マで︒入江徳郎さんが出ているでしょう︒

西田

これはフジテレビの人︒永井道雄が出てきているでしょう︒これは
伊藤

黒羽さん︑これは読売か︒これは外大の学長だった小川芳男

京都時代にコーヒーを飲ませてやったから︒これは加藤蕉門さん︒

西田

わあ︑黒柳徹子さんも若い︑若い︵笑︶︒

西田

伊藤

うん︒おもしろかったですよ︒ここでおわりですな︑ここで

これが棋枝さんだ︒

伊藤

そうそうそう︒

ずいぶん簡単なセットですね︒

最後か︒これ︑代々木ゼミの校長です︒若いでしょう︒これは文化

西田

張りぼてだものね︵笑︶︒

ありがとうございます︒

なりましたからね︒ まあ︑そんなところです︒

儲藤

少なくとも三十年前ですね︒それから茅誠司さん︒茅先生も

西田伊丹十三︑これは珍しい人でしょう︒伊丹さんは亡くなりま

男二人女一人で︑三人です︒末っ子の娘が︑もう五十何歳に

では三人︒

これが最後の子で︑これが次男坊︒

お子様は？

年を追い越すわけにはいかんしね︒

田藤田藤田藤
伊藤

さんね︑受験雑誌なんかを書いた︒入江徳郎さんも出ているなあ︒

西伊西伊西｛iβ

したね︒

西田

祭の中の一つだな︒昭和四十三年︒

若いでしょう︒ソニーの井深︹大︺さん︒こんな偉い人とやってね︒

2002年11月19日

伊藤
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O

：政策研究院政策研究プesジェクトセンター一

〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

小池聖一（広島大学助教授）

所澤

潤（群馬大学教授）

村上浩昭（東京都立大学助手）

騒調査局審議官として

西田

ええ︒審議官制度ができて︑調査局審議官というのは私が初

めてではないですか︒それでおわりでしょう︒調査局がなくなつちゃっ

たった＝ヵ月の話ですか︵笑︶︒分かりました︒今度は官

たのですから︒

伊藤

房の審議官になられるわけですが︑これとは違うわけですか︒

きょうは私が官房審議官になってからの話ですね︒調査局審

西田

西田

両方ですね︒

トリー﹄︺がありますね︒あれをきのうもう一遍念のために拝見し

前にいただいた天城さんのレポート︹﹃天城勲オーラルヒス

議官と嘆美審議官で︒
伊藤

国語課とか文化財とか︒

ました︒天城さんがいっておられるように︑調査局というのはいろ

著作権課はどこへいったのですか︒

きょうは国際会議のいろいろ関係しているところを︒中教審
あれはまとめてお話しいただいたほうがよろしいと思います︒

伊藤

西田
伊藤

きょうは国際会議としていろいろ出入りがあったこと︑私が

著作権課は文化庁へいった︒それで︑前は調査書にあった申

いろなものの寄せ集めであって︑あるものは文化庁へいっちゃった︒

西田

西田

の答申の問題はこの次にもう少しまとめてお話しします︒

学んだことを少しご説明します︒

で︑企画︑統計︑調査の三つが官房へいったわけです︒そこへ私が

その前に︑最初にやはり調査局の審議官というのはどういう

伊藤

いったわけですから︑官房へ移った調査局の三つの課を私が向こう
で総括するようになった︒

存在なのかということだけ︑ちょっと簡単にお話しください︒

新たに加わったのはないのですか︒

それが私もよく分からないんです︵笑︶︒天城︹勲︺さんが

西田

伊藤

人事︒官房長はもっぱらそれを束ねて︑大臣のセクレタリーをやる︒

局長をやっておられて︑私がいってしばらくして天城さんがかわら

これは前からあるポストですか︒

官房長の一番大きな仕事は国会との関係ですね︒官房長はそちらで

官房にいったときには︑前から調査局にあったその三つがいっ

いや︑私がいったときに初めてできたのではないですか︒

きりきり舞いされているので︑同じ耳玉にあっても︑企画︑統計︑

西田

そのあとなくなるのですか︒

調査︑これは中教審および教育計画の関係で︑﹁きみ︑やってくれ﹂

れて︑調査局審議官の私の在任期間は正味＝ヵ月くらいなんです︒

ええ︒調査局そのものがなくなつちゃうんです︒

ということで審議官が全部任されていました︒事実上︑官房長の指

ただけで︑もともと官房にはロジスティックのほうで︑総務︑会計︑

ですから調査局審議官もなくなるわけですね︒

揮を受けるということはなくて︑官房審議官としての仕事はほとん

それでなくなつちゃったから︒

そして官房審議官ができて︑ちょっと聞をおいて私は官房に

伊藤

だったと思いますよ︒

その調査局審議官というのは先生お一人︒

そういう格好で︑教育計画のプランニングをやる総括の職だという

す︑こういつています﹂と︑官房長は別に通り抜けみたいになって︒

ときもしょっちゅう天城さんと連絡をしながら︑﹁こういつていま

ど次官へ直接していました︒天城さんが次官でしたから︑中教審の
西田

前任者もなし︑後任者もなし︒

移った︒天城さんは調査局長をやめて管理局長にかわった︒

西伊西伊西伊
田藤田藤田藤
伊藤

157

2002年12月16H
調騰日

審議官というのはスタッフなのでしょう？

ことです︒

伊藤

西田

調査局審議窟は約一一ヵ月だけで︑四十年六月一日に就任し

てすぐそこで降って湧いた問題で︑やらなければならんことが出て

まいりました︒一番最初に出てきたのが︑最近問題になっています

ええ︑ラインの命令系統の中で部下を持って指揮するという

西田

一兎学力テストをやっていましたから︑福岡県けしからんというこ

全国学力テストですね︒これを福岡県がボイコットした︒調査局が

今のお話を飼っていると︑なんとなくラインのような感じが

格好ではないわけです︒

伊藤

くて︑むしろ政策の中のプランニングをやるというところで︑その

ろんなお金をどうこうしたり︑法律をつくったりということではな

西田

乗り込んでいったわけです︒

局の今村君だとか渋谷君だとか︑そういう人たちを四︑五人連れて

になって︑二十四日から二十九日の五日間福岡県へ出張です︒初中

ということをつるし上げてこいという命令を受けました︒六月一日

んで︑福潤県の実情を調べてこいと︒向こうでなぜやらなかったか

とで︑審議窟が大将になって初中局の人なんかを連れて県に乗り込

ためにはほかの局といろいろ関係がありますが︑でき上がったもの

しまずけれども︑

は答申とか勧告とかという形になるだけで︑自分が直接大学と学校

これはそのときだけの仕事ですが︑出かけていって︑県の教育委
や め
員会の本部︑県の指導を受けているボイコットした北九州︑八女と

しかし︑文部省の実際の行政を実施する仕事を担当して︑い

を相手にしてある行政処分をするというような活動はやらないわけ
で す︒

か大牟劉とか︑そういう地方の教育委員会をそれぞれまわって実情

ということをいうのです︒そのときの言い分をこのときにいろいろ

だけど︑その三つの課に関しては︒

聞いたやつが手帳の中にありまして︒

伊藤

手帳に書いてありますか︒

をいろいろ調べました︒そして︑どういうわけでボイコットしたの

西田

伊藤

要するに︑本来学力調査というものと教育委員会の教員の人

これは直接私の指揮下に入るわけです︒

すと審議官というのはむしろ専門職みたいになって︑局長を助けて︑

西田

西田

ある特定の分野の仕事について局内の仕事を調整していくという形

事問題というのは関係ないのだけれども︑これからやるやつもそう

だと︒まあ︑向こうの言い分は︑教育の現場に混乱を起こさないた

で関係の課にいろいろアドバイスをしたり︑助言を与えたりする︒

ですが︑あれで生徒の学力のレベルが県によって違うとなると︑そ

指揮下に入るのですか︒そういう意味ではラインみたいな感

窟房審議官だけは︑その三つの課は丸っきり私にかかりつきりで︑

の県の先生の評価になってしまう︒ひいては教員の勤務評定になっ

伊藤

まとまった仕事をやっていくという格好です︒その後は舗度が変わっ

てしまう︒勤評反対ということで日教組は強くかみついたわけです︒

めに組合と円満に話しをして︑一応これはやらないことにしたのだ

たから今はどうなったか知りませんが︑私の頃はそうでした︒です

したがって︑教育委員会が県教組といろいろ折衝して︑学力調査に

じですね︒

から︑前に申しあげたように︑外国人のところへ出るときには︑

ラインですかねえ︑言い方ですけれども︒ほかの局へいきま

繍Φ彪曙巳話9霞h霞Φ含︒舶載︒質9︒一覧碧臥pσqという言い方をしてお

人事を組合の要求によって取り消したということがあるらしいです︒

関する折衝を困難にしないためにという理由で︑実質的に承認した
はあ︑はあ︑分かりました︒

りました︒

伊藤
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は関係しておりません︒これが審議官になっていったところで途端

力テストの実施部局ですからいっただけで︑あとの処理には私ども

文部省の初中局のほうが具体的に指導したのでしょう︒調査局は学

う形で︑それ以後そういうことは起こらないようにという格好で︑

れは会見はできませんでした︒県教組などの言い分を報告したとい

成り立たなかった︒文部省のほうから申し込んだのに断られた︒こ

もおびえたのか︑なんだかんだいって逃げ回って︑とうとう会見が

から︑私のほうから福岡県教組に会見を申し込んだのです︒県教組

は︑教委にいってもそういうことで暖簾に腕押しみたいなものです

ね︒要するに︑県教組のやり方はなつとらんというので︒結局それ

組合との関係からきているのだというようなことをメモしています

の主張するところが教育的配慮にあるのではなくて︑その不正常な

県教委が学力検査を不可能ならしめた原因は︑次の事実を見ればそ

そんなことをテストしたりして︑そのへんから始めたわけです︒き

まして︑実際に学生がチェックしたやつがどの程度正確に読めるか︑

た︒したがって︑TOTOの三階にその機械をレンタルで借りてき

いなかった︒東芝で少しでき上がっているのを現場に見にいきまし

の答えを記してカードのマークを読むなんていう技術はまだできて

がきの数字を読むことができかかった程度だったんです︒入学試験

術が確立していなかった︒東芝とか日立が︑まだやっと郵政省のは

まだその当時は入学試験の成績をコンピュータで処理するという技

するわけです︒その場合に︑やはり今の入試テストがそうですが︑

て︑そのテストの結果を集計して︑いろいろ成績評価の仕方を研究

いま覚えておりますのは︑広い意味での全国的なサンプル調査をやっ

西田

伊藤

そのときに私が最初にその仕事をやってくれということで︑

丁OTOのですか？ そうですが︑へえ︒

階くらいに事務所を置いてやっていたのです︒

研自体のテストが普及していくと一番商売上困るのは︑入試の問題

それを続けているうちに︑文部省がそういうことをやりだし︑能

わめて初歩的な初期の段階です︒

にやらされた仕事です︒

圏能力開楽観尊号の後始廉

がうまく合理的にいくか︑そのための研究的なものとして能力開発

やるためにどういうテストをして︑どんな評価をしたら︑入学試験

学力テストだけではなくて︑入学テストそのものの合理的な解決を

大きなやつが能芸という︑能力開発研究所︒天城さんが前々から︑

天城さんの後始末をたくさん頼まれました︵笑︶︒そのなかの一番

一ヵ月ぐらいしか会っていなかった︒それで︑よくいわれるように

九日に調査局から管理局へかわってしまうから︑天城さんとは正味

西田

集計をよそへ頼んでやったりして︑一躍のデータがまとまったもの

やってくれと︒そのときに︑能研が今まで全国で調査し︑いろいろ

わられる頃にはほとんどそれはだめになつちゃった︒その後始末を

もうこれは店じまいだということになったわけです︒天城さんがか

さんが減ってくるし︑成果がいつ出るのか分からんからというので︑

う格好で二︑三年やっているうちに︑能研のテストというのはお客

客さんが向こうへいっちゃって︑物凄く意地悪されました︒そうい

決めまして︑妨害に入るのです︒向こうのほうが老舗ですから︑お

れに目をつけまして︑能研のテストと同じ日に自分のテストの日を

をいろいろ売り込んでいる例えば旺文社ですね︒ああいう会社がそ

研究所をつくった︒一番初めの段階では森戸︹辰男︺先生を理事長

がコンピュータのテープにできていたのです︒それ全部やるために

私が六月一日にいったのですが︑今度は天城さんが七月二十

に揖いで︑文部省の建物のなかではなく︑向かい側のTOTOの三
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テープの作成費用の原価計算をすると︑かかった費用から収入のあっ

から将来のためにこれを国立教育研究所で買い取らせようと︒その

のテープがちゃんとデータとして残っているわけで︑もったいない

んて雷ってもだめですから︑能研のテストでつくったコンピュータ

らうより仕方がないですな︒二四〇〇万の借金のために金をくれな

た︒三年間にそれを戻す算段をするには︑結局︑大蔵省から金をも

うなあ︑役所の人がそんなことをいうわけないしと待ってくれまし

うから︑﹁実はこれこれで会社の破産整理をしたんです﹂﹁そうでしょ

國さん︑あなたはどうしてそんなに借金の話までできるんだ﹂とい

て任せてくれといって銀行の支店長に会って話をしたのです︒﹁西

うしたら︑これから三年間のうちに元金を分割して戻すから安心し

はかけない︒そのかわり︑利子の支払は全部ストップしてくれ︒そ

所が世話したのだから︑役所の借金ではないけれども︑絶対に迷惑

りの住友銀行︑第一銀行など︑四つぐらい銀行をまわりました︒役

が一番役に立った︒﹁分かりました﹂というわけで︑虎ノ門のあた

西田

伊藤

文部省へ来る前に京都の出版屋で破産処理をしたという経験

倒産処理ですか︒

そこで役に立ったのは⁝⁝︒

残したまま解散する︒それを西田君なんとかしてくれという︵笑︶︒

どん金を貸してくれたわけです︒そうしたら︑二四〇〇万の借金を

要な費用は文部省のバックがあるからだいじょうぶだと銀行がどん

て︑その頃から入試方法の改善というのを自分として個人的なプロ

長のときも全国的な学長会議とかいろいろなところで入試問題をやっ

の頃から私は今の入試問題に非常に関心を持っていて︑前の庶務課

西田

理のほうの︒

伊藤

西田

伊藤

どこかへ就職したかも知れません︒育英会をあぶれて出てきたとか︑

の今の調査課がやっていました︒そこがいろいろ世話をしたりして︑

ですか︒

んけれども︒

西田

揮藤

う︒

そんなものですか︒

そういう人を集めてやっていました︒非常によく働いてくれた人た

所思

そんなものです︒ちつちゃなもので︒

ちです︒しかし︑せいぜい一〇名もいなかったでしょうね︒

西田

ではまあ︑実際は能研のほうのお仕事というのはもっぱら整

かなりのデータだと思います︒国体の仕事の記憶はありませ

それは延べ人数にしてかなりの人になるのですか︒

が国立教育研究所にあるはずですが︑おそらく誰も使ってないでしょ

す︒能研の後始末はそういう格好で解散になりました︒そのテープ

て儲からないだけでいいですよね︒元金がつぶれちゃったら大変で

り破産整理というのも役に立つ︵笑︶︒銀行屡とそういう話をする

たものを引いたら︑ちょうど二四〇〇万ぐらいになるわけですよね︒

ジェクトとしてやってみたいという気があって︑能研にも大変興味

二四〇〇万円ほど赤字になって借金が残っていたのです︒その赤字

その買い取りの費用を三ヵ年で分割して出してくれと︒大蔵省の主

を持っていたのです︒いま理研がそういう始末になってしまって大

には度胸がいります︒銀行は元金さえ戻れば︑利子はとめられたっ

計官がいま党の税制調査会の相沢︹英之︺君ですが︑﹁うまいこと

変残念だというのですがi一これは私が一番最後の頃に総括してま

をこさえたのは財団法人ですが︑その法人がスタートしたとき︑必

考えたな︒仕方がねえや篇といって︑八○○万ずつ三ヵ年間毎年出

とめてご報告しようと思うのですが

︑それ以来︑私は調査局の

ええ︑私は昏怠の後始末です︒破産整理︵笑︶︒しかし︑そ

どこへ行ったのですかね︒そのときは私どもの調査局のなか

その職員とか研究員だった人たちはどういうことになったの

してくれた︒それで銀行に三年間でピシャッと戻しました︒やっぱ
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入ってどんな成績か調べたのです︒高専や短大で校長がやる気にな

のです︒というのは︑それぞれの学校で︑試験をして入れた学生が

どういう方法が合理的かということを自分なりにいろいろ検討する

長︑そのあいだずっと入試の選抜方法の改善というものについて︑

審議官︑官房審議官をやめてから︑高専の校長︑それから短大の学

揮藤

れませんからね︒

あ︑重回帰分析なんていうのは大体普通の人が全然理解しようとさ

れというのでペーパーを発表したことがあります︒それ以外は︑ま

会社がありますね︒リクルートの会社が教育関係の雑誌に載せてく

たのが︑この前事件を起こしてまだ生きていますリクルートという

まあ︑それは僕だって全然分かりませんけれども︒だけど︑

れば全部調べがっくわけです︒

伊藤

しかも︑その入った学生が確かに先でのびたというのを一年

あ︑そんなに違うのですか︒

は︑何も根拠がないわけです︒だから私はいったのです︒今の入学

値の高いやつを順番に入れるというのでいいのかどうかということ

りまえのことなのですね︒五教科の試験をして︑その合計点の平均

るということで選ぼうというだけのことです︒考え方としてはあた

か︑これを調べて︑こういう方法で組み合わせたら一番関連性があ

その入試の方法をやるためにはその難しい数式を使ってやるわけで

か二年だけフォロ⁝できただけで私はやめてしまったのですが︒高

試験であんな方法をしていて︑もしへそ曲がりの親が︑﹁俺の子ど

追跡ですね︒

専のときにはそれを教授会でかけたのですが︑先生方が噛み付かな

もが落ちたのはどういうわけだ﹂と裁判所に訴えて︑﹁大学の選抜

伊藤

いわけです︒そんなややこしい方法はいやだというので︒つまり︑

方法の合理性を説明せよ﹂と裁判官のところでやられたら答えられ

は必ずしもないのでしょう︒

入ってからの学業成績というものを何らかの形で総括した一つの数

ないわけです︒﹁長年そうやっています﹂というだけの話ですよ︒

ええ︒そのデータをパソコンで集めて分析してやった結果︑

値に直して︒入学試験のときには︑学校の内申書の成績が九教科ぐ

それがいい人を選んでいるかという証拠は何もないのです︒高専の

西田

らいあるわけですね︒そして︑入学試験で高専だと五教科︑一四の

ときなんか︑入学試験で全国の高専で統一テストやって︑そこでやっ

自分の学校に入った学生の追跡調査をやる︒

デ⁝タがあるわけです︒その一四のデータと入ってからの成績との

た数学や理科の成績と︑入ってから五年間の数学︑理科の成績との

西田

重相関関係ですね︒重相関係数というのはコンピュータでなければ

相関はほとんどゼロなんです︒それを教授会に出したって︑数学の

この方法でだいじょうぶだというのを最後の短大をやめる直蔚に選

やれないような厄介なもの︒校長の道楽なんて笑われたのですけれ

先生は︑﹁そんなはずないッ﹂なんて︒

そうでしょう︒

ども︑それをずっとやってあちらこちらで発表しましたけれども︑

ハハハハハッ︵笑︶︒

伊藤

﹁ああ︑それはいい方法だな︒しかし︑とても難しくて歯が立たん﹂

伊藤

手前がいいと思った問題を出しているけれども︑全然相関は

抜方法をその新しい数式を使ってやったら︑普通の選抜方法で入る

というようなことをいわれました︒これは一つの私の仕事として︑

西田

入試のときの判断材料であるデータがどういう関連性がある

いっかの時期にまとめてご報告したいと思っています︒

西田

それは何かの形でブック化されたのですか︒論文？

ないそ︒あれで選んでいるのは何だと︒そういうようなことがやつ

西田

伊藤

論文というよりも︑自分でつくったぺ！パーに興味を持たれ

場合の学生と三分の一が入れ替わります︒

西田
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ばり出てきているのです︒これは今になるとごまめの歯軋りみたい

んなことも少しかじつただけです︒

西霞

テレビなんかだめなんです︒電気がないですから︒まあ︑そ

なものですけれども︑それがいまだに少し手元にありますから︒

その紙芝居ですが︑日本でつくったものを持っていってやっ

所澤

そうですが︑またお話しください︒

伊藤

そういうものを自分たちの学校でつくってやれば生徒は非常

西田

伊藤

どこでしたかな︒AA諸国で︑そういう人が集まって東京で

具体的にはどこの国の話ですか︒

に学習意欲を出すということをいっただけです︒

西田

たのですか︒現地でつくられたのですか︒

天城さんの後始末というのは︑一つはそれですね︒

西田能研のことはそういう格好で︑私の個人的な意見として⁝⁝︒
伊藤

團アジア・アフリカ諸国に銘ずる教育協力

も関係しましたが︑ほとんどおぼえていません︑一一ヵ月でやめま

会議をやったりして︒まあ︑そんなことでAA諸国の協力の問題に
西田

したから︒また︑調査局には留学生の問題があり︑その当時から臼

うん︑後始末です︒学力テストは引き続き続けているという

ことでしたけれども︑私は一年でかわってしまったから︑次は関係

本語教育というのが一番難しい問題でした︒これも私はたいしたこ

上がったけれども︑よくできるまともな連中が向こうの国へ帰らな

ない︒あとは︑アジア・アフリカ諸国︵AA諸国︶に対して教育協

はい︒

いのですね︒頭脳流出といわれるやつです︒ですから︑留学生の募

とはしませんでしたが︑そのときの感想として︑開発途上国からB

所澤

ああいうことで︑新しいメディア︑機器を使って教育を効率

力という格好で︑あの当時ハイカラなことがありましたな︒教育工

西田

集の場合に︑必ず元の鞘におさまるだろうという見通しをもって選

本にやって来て︑とにかく日本で留学生として勉強して一応成果は

的にやろうなんて︒先進国のやったものをそのまま︑ラジオやテレ

考しないと︑自分の国から逃げ出すために勉強しているような者が

学ですか︑どなたかもやっていらっしゃいましたね︒

ビを使ったら非常にいいだろうということで開発途上国へそんなも

ずいぶんあるわけです︒特にインドなんかはひどいんですよね︒日

へいってしまって︑インドのなかに根付かないわけです︒

のを持ち込んでみた︒ラジオをずいぶん持っていって聴覚を利用し
たけれども︑一年もたつと乾電池がなくなって補給ができない︒バッ

そのときに私が矛盾を感じましたのは︑日本へ来て︑日本以外の

本よりもはるかにノーベル賞が出ているでしょう︒大体皆よその国

テリーのないようなところヘラジオを持っていったってどうしょう

ところで通用しない日本語という難しい言葉を覚えて︑それが身に

たいろんなことをやろうとしたら︑ラジオは喜んで受け取ってくれ

もないです︒B常のこんな電気︹部屋の明かり︺はもちろん使えま

ついたからといって︑あとでどう役に立つのかということです︒日

本に残って商社へ入れば別ですけれども︑それ以外では︑本国へ帰っ

せんし︒だから︑AA諸国の教育協力の問題は非常に難しい︒一番
そのときに役に立ったといって喜ばれたのが紙芝居で︑これが視覚

日本がそういう開発途上国に教育援助するのに︑留学生をB本へ呼

れば就職できるというくらいの話︒その当時の私の感覚としては︑

ても日本語はあんまり役に立たないのです︒日本の商社がいってい
単純明快でいいですね︒

教育としてビジュアルなもので教える︒そういうものが役に立つの
です ︒

伊藤
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んできて︑中曽根さんなんかは一〇万人呼んでくるとか︑そういう

本語を教えることが最大の難関でしたけれども︑それ以外に︑留学

いうことをやりました︒そのときに︑日本に連れてきて︑やはりB

うと︑ある時期になると外へいってお祈りをしなければならない︒

景気のいいことばかりいわないで︑むしろ日本の先生を外国へ輸出

ラマダンとかいったら︑寮に住んでいたって飯は昼間食わないです

すべきではないか︒現地で︑その国のなかでいい教育ができるよう
生を日本で養成して︑それを輸出したほうがいいのではないか︒人

ね︒あれは変なんです︒夜中には食うんですね︒

シア︑インドネシアなんかにはイスラムが︒授業中だろうと何だろ

間の教育水準の高さと普及度というのは日本は世界でも有数なので

そうです︑そうです︒

生が来ると︑住むところがないから寮に入れるわけでしょう︒マレー

すから︑そのもったいない資源を外国に出す︒留学生ではなくて︑

伊藤

そういう連中で︑自分らで自炊して勝手にやれるようにしな

に︒そのためには︑外国へいって教える能力と︑外国語のできる先

先生を外に出すべきじゃないか︒

西田

生政策でどんどん人をふやすというのはいまだに疑問を持っていま

ような︑そういう教育をやるべきではないか︒その意味で私は留学

すぐみんな帰っちゃうわけです︒本当にその国のために骨を埋める

くいっていたら︑早く国へ帰らないと自分のポストがなくなると︑

るのですね︒日本人というのはそんなのはあまりいません︒しばら

てそこで一生︑骨をうずめるまで︑そこの教育をやっている人がい

かはポツリポツリ︑個人的なベースだけれども︑その国へ入ってき

というのです︒今のようなシャワーはもちろんない︒あんな紙で洗

く不潔だというのです︒彼らは自分の国ではみんな水で洗っている

くて普通のあれでしょう︒自分の後始末を紙でやるというのは物凄

西田

伊藤

トイレ︒日本はまだ今のように水洗トイレというトイレがな

えっ？

かった︒

ころですから︑一番困ったのはトイレの構造を変えなければならな

ければならない︒それから︑南方の人たちというのは水の豊富なと

開発途上国へいっていてよく感じますのは︑ヨーロッパの国なん

す︒しょせん︑なかなかものにならんじゃないかと︒

うのはいやだから水で洗いたい︒トイレの中にちゃんと水の出る装

その当時の留学生ですが︑どこの国から来た留学生が多かっ

翠玉

置をつくってくれと︒そういうことで︑やっぱりカルチャーの違い

というのは︑いろんなことがあるなと思いました︒それを全部やり

たですか︒インドネシアですか︒

西田

ました︒これは雑談ですけれども︒

東南アジアの方面でいろんな方︒留学生会館というのがある

のです︒そこで日本語教育を受けていましたから︑いろんな国があ

所澤

留学生のことですけれども︑その頃は留学生問題でかかわる

りました︒

入れようと言い出したので︑一番に手を挙げたのです︒そうしたら

高専の校長をしておるときに︑初めて文部省が工業高専に留学生を

いたのですか︒

所澤

西田

そのときは︑先生と国際学友会の関係はどういう形でされて

そうですね︑国際学友会が︒

というと︑国際学友会が窓口になるのでしょうか︒

来たのは︑中国とマレーシア︑その後は韓国もインドネシアも来ま

それに関連したことで︑ちょっとあとの話になりますが︑木更津

した︒毎年数名ずつ受け入れて︑日本人の学生と一緒に学校で教育

したり︑あれは特殊法人じゃない︑財団法人ですかね︒

西田

調査局の一種の監督下にあるような⁝⁝︑留学生会館を経営
して卒業させる︒彼らのための特別のテキストをつくったり︑そう
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所澤

調査局のほうが所管しているような財団法人だったのではな

そうではないかと思います︒戦前からありますからね︒
伊藤

がまともな日本語を︒

伊藤

西田

僕のところへ来ていた留学生は︑どういう関係か知らないけ

いや︑文化交流というのはいいものですよね︒

それは傑作だな︵笑︶︒

西田
伊藤

れども︑半年間大阪のほうの大学で日本語教育を受けていたので︑

いでしょうか︒あんまり深く立ち入ってはおりませんけれども︒

大かなんかにいかせて︑というのがありましたけれども⁝⁝︒ああ

ちょっと大阪弁になっていましたよ︵笑︶︒

西田

あれは大学院ですか︒僕なんかは留学生が来ると最初に千葉

いう制度は︒

西田

とかああいうものになったそうですね︒周恩来とか︑ずいぶん偉い

昔の中国の留学生は神田で勉強していたら︑やっぱり東京弁

あいだ住まいは留学生会館︒そういう形では日常的に日本語に親し

人が来ているのですね︒

東京の日本人学校へ入れて留学生の日本語教育をやる︒その

めないから︑もう少し臼本人の学生と交流しながら日本の生活にな

伊藤

︹調査局審議官は︺正味＝ヵ月ですから︑たいしたことは

瞬世界文部葉菜会議に出席一文盲撲滅と義務教育

そうですね︒

じむような場所として千葉大学に特鴉な留学生のための寮をつくっ
て︑そこに日本人学生も留学生も入って︑一緒に共同生活をしなが
ら日常のなかで言葉を覚えていくというようにしたほうがいいんじゃ

ないか︒そこへ日本人の学生を同じように入れるということについ
て︑大学側が消極的であったりしてゴタゴタしましたが⁝⁝︑確か

西田

︑日本人と一緒に交流しながらやっていく︒その日本人の学生

うことをやりました︒そうしたら非常におもしろいことがあって

なかの上級生をチューターとして特別に本人の面倒をみてやるとい

ういう格好になった︒数名の部屋の中に留学生を一人入れて︑その

斜照

伊藤

西田

伊藤

そうですが︒工業高専だと寮に入れるものですから自然にそ

関西は別な大学がございましたね︒

そうです︒

それはやはりその頃ですか︒

ような人でした︒その人をヘッドに立てて︑文部省と外務省から数

お寺の坊さんなんです︒外国はもちろん︑日本のこともご存じない

文部省から︑大臣はいけないから中野文門という政務次官︒これは

んでしたが︑とにかく﹁調査局は国際関係だからいけ﹂といわれて︒

ネスコが世界文部大臣会議をあそこでやったのか私はよく知りませ

ヘランで九月八日から十九日まで一〇胸間もあるのですね︒なぜユ

その年の九月にいきなり国際会議︑世界文部大臣会議がイランのテ

しておりません︒

も一所懸命彼らに正しいB本語をしゃべらせようとする︒あとで寮

名がお供していきました︒生まれて初めて︑国際会議というのはこ

そういうものを千葉大学でスタートさせた覚えがあります︒

務主事から話を聞いたら︑﹁先生︑あのチューターをやっている学

ういうものだという⁝⁝︑オリエンテーションも何もなしに︑いき

て出かけていくわけです︒何がどう動くのか分からない︒ただ︑ユ

なりチームをつくって︑外交関係があるから外務省がやはり数名入っ

その次に調査局の審議官のときに︑四十年の六月一Bに就任して︑

生たちの日本語がきれいになりました﹂という︒

千葉の方言ではだめだと︵笑︶︒外国人と接すると︑B本人

一同アハハハハ︵笑︶︒

西田
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始め㎏︑これを調べてみようと思って︑それだけは非常に勉強にな

日本が明治の初めにどうやって文盲を撲滅したか︑日本の﹁教育事

ました︒そういうことをやる会議だから︑我々が勉強するとすれば︑

て初歩的な話なんです︒﹁リテラシー・キャンペーン篇といってい

ネスコが掲げたその会議のテーマが︑﹁文盲撲滅﹂︒そういうきわめ

発言をするのか︑どういうようにパーティシペートしたらいいか︑

国際会議というのがどういう筋書きで動いて︑どの段階でどういう

してやろうかと思っていったのですが︑

西田

伊藤

そういうことで勉強していって︑日本の歴史を向こうで吹聴

そういう前提がないと強行策は成功しませんね︒

かったのではないかと︑そういうことはあったようですね︒

一遍資料を出しただけで︒

りました︒一所懸命文部省の文献で調べていきました︒

身出世というのに結びつくのだというモチベーション︑そのインセ

も政府は採用するぞと︒お役人だからいい月給をもらえるぞと︒立

て︑学校出というものが︑今までの侍やお偉い方の子どもでなくて

ないのですね︒政府がそういう強行措置をした︒それから何年かたっ

なことがあった︒決して日本人が初めから教育に熱心だったのでは

村の人がいって校舎を焼き討ちしたそうです︒そういう暴動みたい

が自分たちの金を絞りつくしてつくられたとうらみを持って︑その

せた︒そういう強行措置をやったので︑ある村に建てた校舎︑それ

り︑先生はお寺のお坊さんやら神主さんをつれてきて無理やりやら

のだから︑町や村に自分で建物をつくれといって校舎をつくらせた

しその当時で︑そういうことを王様がやっていながらイランのテヘ

確かにそれは開明的でおもしろいのですが︑まだまだとても︒しか

へ生徒を連れてきて︑彼らが先生をやりながら読み書きを教える︒

服を着て町や村へいって︑そこで勤労奉仕で校舎をつくって︑そこ

という文盲撲滅のための特別な部隊をつくっている︒それが兵隊の

スでやっているというので︑リテラシーコi︵び詳霞蝉︒図Oo唇︒︒︶

的な君主だといわれているのですが︑イランの文盲撲滅をモデルケー

は今のあれではなくて︑前のパーレビ国王の王政で︑この人は開明

西田

伊藤

ええ︑レポートを出しただけ︒それでも︑あのときのイラン

ぺ！パーを出しただけですか︒

ト・デリゲーションで︑何一つ貢献はしなかったということです︒

これはやはり長年の慣れがなかったら分からないんですよね︒どこ

ンティブが与えられたことによってバーツと学校へいきだしたので

ランにある大学の学生が王様を狙撃しようとしたという話がありま

そのときに非常に感銘を受けましたのは︑明治五年に森有礼が義

すね︒教育というものはそういう格好で︑親が教育熱心だったとい

した︒だから︑国自体としては決して安定してなかったと思います︒

で物を言っていいか分からないし︑日本語はしゃべれないから︒そ

うのではなくて︑やはり自分よりも子どもが偉くなってもらいたい

パーレビ国王が開会式で演説をして︑二日目か三B臼に︑﹁世界じゅ

務教育制度を敷いた︒日本の教育がぱっとなったといういい話ばか

と思うから︑そういうところへ来た︒そういう流れがあった︒しか

うの国々が文盲撲滅のためにお金を出すべきだ︒そのためには各国

らいましたけれども︑日本の代表礒というのは︑ほとんどサイレン

も学校はそうやって森さんらがつくった︑先生もなけなしのものを

が軍事費の三パーセントを出してやろうという決議を提案します︒

ういう形で︑最初の会議はいっただけで︑イランの見物はさせても

かき集めてやった︒しかし︑あとからいろいろ調べて分かりました

皆さん賛成を﹂と王様が言い出したわけです︒世界各国もいきなり

り聞いていたのですが︑実は︑明治の初めに義務教育を強行しよう

が︑徳川三〇〇年の間の寺子屋とか藩校の普及によって︑B本人は

だからたまげてしまった︒日本はどうするかといって︑外務省の連

としたら︑物凄い国民の反対があったのですね︒政府は金がないも

いわゆる文字の読み書きのできる率というのは︑世界でも有数に高
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中は︑﹁これは本省に一遍電報を打って訓令をもらわなければなら

各国がんばりましょうということで︑あまり印象に残っていない︒

見定めて︑遺憾なきを期せられたい﹂と︒情けない話ですよね︒そ

申しあげたと思いますが︑外務省の返事が﹁英米諸国の動向をよく

教育の普及は大変だよし﹁どうしてですか﹂﹁この国の国民は飢え死

感覚で暑いですね︒そのときに中村大臣が︑﹁西田君︑この国では

は既に十一月で︑日本なら冬に近い︒タイのバンコクは真夏と同じ

一番印象に残っているのは︑タイのバンコクへいって︑このとき

れで外務省の連中に︑﹁紅炉はどうか﹂といったら︑なんか消極的

にと凍え死にの怖さを知らない﹂と︒B本の教育の普及というのは︑

ん﹂と︒向こうから大使館を通じて日本の外務省に聞いたら︑前に

だと︒日本は賛成していいかというから︑私はそのとき︑﹁とんで

る︒飢え死にと凍え死にという怖さがB本にはある︒それから抜け

先ほどのように立身出世のモチベーションができたということ︒B

まあ︑今でもそういっています︒

出すために日本人というのは努力するようになったのだ︒ところが︑

もない︒今ここで軍事費三パーセント劇減するといったら⁝⁝﹂︑
伊藤

﹁それを日本が賛成したという話が国会へ出たら︑内閣は軍

本では︑勤勉に働かなかったら食えない︒冬になったら凍え死にす

西田

天然のバナナがそこにいつもなっている︒フィリピンのときにもそ

その当時︑まだ日本は自衛隊は軍隊ではないといっていたでしょう︒

事費を認めたのかと噛み付かれて内閣の命取りになるぞ﹂といった

では飢え死には起こらない︑凍え死には起こらない︒そういうとこ

れを感じました︒野生のバナナがなっているわけでしょう︒この国

︵笑︶︒

ろでは︑人間というのは日本人のようにきりきり舞いの勤勉さとい

ら︑外務省が︑﹁ああ︑それはそうだ﹂と︒

外のことばかり見ているからね︒まあ︑その話は流れてしま

︻同

西田

発途上国への教育の普及といったときに︑その国の風土というもの

うのは出てこない︒大臣にいわれて︑僕は初めて分かりました︒開

決議そのものが流れたのですか︒

いました︒

伊藤

後の話で︑私は一遍役所をやめてから途中で呼び出されて︑アフ

が一番大きな要素になってくるのではないかと︒

けれども⁝⁝と︒そのときに私どもが痛感しましたのは︑国際会議

リカのケニアへいきました︒ケニアの人たちの小学校を見たときに︑

決議にならなかったでしょうね︒王様の提案はけっこうです

というのは︑なんらの手ほどきを受けないで﹁ぽっと出﹂がいくら

町を走っている自動車が︑ケニアの町の中でもトヨタとか日産とか

西田

いってみたって何も貢献できないということです︒

う人でしたけれども︑中村さんが大臣で筆頭でいかれました︒バン

今度は少しまた勉強しようと︒このときは大臣が中村梅吉さんとい

月からで二ヵ月あとです︒私は前ので懲り懲りしたものですから︑

動いたのか知りませんが︑またそれをやることになって︒わずか九

アジア文部大臣会議があって︑どういうスケジュールでユネスコが

風が来たら木でつくった家が全部流れて︒だから︑日本人は勤勉で

火山列島の上に住んでいる︒毎年地震があり︑大水があり︑一遍台

国よりはるかに大きい︒日本の国はもっと小さい︒しかも︑日本は

た︒私は中村さんの話を思い幽して︑﹁あなたの国は国全体が私の

が非常に発達して︑ああいう機械ができたのか﹂と質問を受けまし

ました︒﹁日本はどうしてそんな小さな国でああいうテクノロジー

書いてあるわけね︒小学校へ見学にいったら︑生徒から質問があり

コクへ私どももお供していきました︒この会議は︑ユネスコがB程

なかったら生きていけない︒勤勉なやつだけが生き残った︒だから

その次に︑今のが九月ですが︑十一月に今度はタイのバンコクで

の形で動かしていって︑当たり障りのない決議をたくさんつくる︒
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ためにやったのだ﹂という説明をしたことがあります︒その国のエ

れるのだったらテクノロジーだ︒それは日本人がここで生きていく

つくらなきやならない︒それが︑一番少ない材料で高いものがっく

ない︒買うための金をどうするかといったら︑よそで売れるものを

ントが山だから︑食べ物が自分で補給できないから買わなきゃなら

で︑天城さんがもっぱらやった感じですね︒あの人は特殊技能で︑

ますと︑今までは大臣は連れていくけれどもあまりしゃべらせない

そういう頃の天城さんのあれ︹﹃天城勲オーラルヒストリー﹄︺を見

か三回目のやつでしょう︒前のいきさつを知りませんけれどもね︒

クのでも︑第一圓か何かは東京であったらしいですね︒それの二回

西田

う︒

コロジーがその国の国民性とかいろんなことに全部つながっている

国際会議では発言もし︑参加もできるだろう︒訓練されておったか

勤勉なのはあたりまえなんだ︒しかも︑この狭い国土の八○パーセ

ということ︒外国へいって初めて日本が特別な国だということがよ

ら︒文部省をやめてからもあの人はしょっちゅう外交専門で扱われ

れを議長のところにやって︑ドラプディング・コミッティのところ

ことを提案するという︑ちゃんとそれを出さなければいけない︒そ

○○が必要である﹂とずっと前書きを書いて︑製本政府はこういう

つくって︑しかもそれは様式があるのですね︒﹁○○は○○であり︑

コメンデーション︑つまり勧告案というものをちゃんとした文章で

こういうことをそこの会議に出そうということは︑ドラフト・リ

みたいなことをおっしゃっていました︒

小池

伊藤

小池

伊藤

そうです︒﹁あれを外務省用の候補として僕は育てたんだ﹂

佐藤禎一さんのこと？

元の文部次官の佐藤さんでしたかね︒

一応︑後進を育てたとかいっていましたよね︒

継ぎがないでしょう︒いま誰かやっていますか︒

ていたでしょう︒ちょっと気の毒です︒だからやめちゃったらあと

繭からあったらしいですね︒天城さんのレポートで︑バンコ

く分かりますね︒

で議論されて︑それが提案されて︑採決する︒そういうプロセスを

西田

かわっちゃったから︑一度目天城さんの薫陶を受けていない︒

私らは︑いけといわれたけれども︑天城さんはパッとよそに

知っていないと何もできないのですね︒

そういう会議には皆︑これは教育問題だけど外交と関係があるか

プロパーになったら︑現地にいる大使館のアタッシュなんか全然だ

が︑あとで出てきますOECDなんかで出てくる︒中身が教育問題

は生き生きとして︑会議になると中身は分からないです︒そのこと

は︑向こうでパ⁝ティーだとかレセプションだとかというところで

西田

小池

一緒にいかれたこともないのですか︒

も申し継ぎはなかったんです︒﹁きみ︑やってくれ︺というだけで︒

めるまでずっと国際会議ばかりでしょう︒これも天城さんからは何

西田

それはあとで申しあげますが︑OECDの教育政策会議︑コ

﹇同アハハハハ︵笑︶︒

めなんです︒内容で貢献できないから︑彼らはパーティーだけでは

ンフロンテーション・ミーティングが四十五年にあります︒このと

らと外務省が必ず半分乗ってくるわけです︒外務省の連中というの

りきって︒あんなのを一緒に連れていくのはむだだと思いますね︒

きは日本の代表として︑天城さんと私と京都大学の先生と一緒にい

このアジア文相会議のときは︑特別に何か議題だとかテーマ

後始末ばっかりで︒あとは見よう見まねで︑官房審議官をや

それは︑もとはといえば文部省自体が国際会議へ出ていって自分で

所澤

きました︒これはその次に申しあげようと思っています︒
この頃は︑その文部大臣会議にしたって前からあるわけでしょ

参加する訓練をしていないからだということを痛感しました︒
伊藤
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やっぱりリテラシーの問題ではないですか︑文盲撲滅︒

というのは先生は覚えていらっしゃらないですか︒
偶藤

階級がつぶれるのですね︒その意識を完全になくして︑そん

執行されたのは明治五年ですものね︒
田中不二麿か偲か︒

田・甲不二麿でしょうかね︒学制ができた頃ですね︒

有礼はずっと外国を見てまわったのですね︒
ええ︑そうです︒

それによって最大の効果は何かといったら︑士農工商という階級が

村上

かありません︒

教育計画に関することは︑あの当時から文部省がそういうこ

官房にお移りになって教育計画ですか︒

ていたのかどうかもあんまり記憶にありません︒
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西田

なものはいうのもばかばかしいとみんなが思うようになったのは︑

やはり学校で同じ机を並べて︒しかし︑そのことで思い出すのは︑

と義務教育制度の執行のときに問題になったらしいですね︒森有礼

リテラシーの問題だと思いますね︒まだしゃれたことを議論
それは日本にとってはあまり切実な問題ではないですね︒

が︑それは一本だと決断をした︒そのときに今まで寺子屋と藩校と

西田
伊藤

ええ︑明治初年の話です︒だけど︑日本が明治初年に義務教

明治の初め︑侍の子どもと町人の子どもを同じ学校へ入れていいか

西顕

分かれていたのを一本にしたというのは大変な決断だったのですね︒

するほどの時期ではないですね︒

育をスタートしたときに︑森有礼が張り切って八年制の義務教育を

一緒に座らせたことによって階級がなくなってしまったわけです︒

森有礼が文部大臣になるのは明治十八年︒

やりましたね︒どうやったって金がないのだから︑結局︑一挙に四
年に縮めてしまいました︒それで︑その四年をずっと続けて︑それ
が六年に延びたのは明治四十何年でしょう︒四年間の義務教育が普
だけど︑明治の末年になると就学率が九〇パーセント超して

及するのに四〇年かかっているのですね︒

伊藤

その四年間で徹底的にやったわけですよね︒四年間でそれが

いますからね︒

頭田

なくなった︒インドの階級制度というものに対して︑私はインドの

けれども︑調査局審議窟時代の教育計画のお仕事というのは︒

そういう格好で︑調査局審議官というのはその程度の内容し

人にいったことがあるのですね︒日本は士農工商というのが徳川以

西田

私はよくいうのですが︑

来三〇〇年あった︒それが半世紀でなくなった︒それは何かといっ

とを考える場所は中教審しかないわけです︒中教審の事務的な世話

あと調査局の仕事のなかで教育計画の話もあると思うのです

たら義務教育︒義務教育で教育を受けるのに同じ教室で座ってみた

は調査局の企画課がやっていた︒しかし︑企画課の仕事に私はこの

舎へいくと表札に﹁士族﹂と書いてありました︒まだその意識があっ

村上

一一ヵ月の間に携わった覚えがありません︒あの当時中教審が動い

たのですね︒﹁士族OO﹂と︒
まだそうですよね︒昭和の初めくらいまでは履歴書に﹁平民﹂

その経済社会との関係﹄と

ええ︑官房に移ってから︒教育計画という言葉自身は︑木田

伊藤

教育計画

いう本を翻訳して出した頃のことで︑私どもは初めて教育計画とい

﹁士族﹂とか書いてありましたね︒

所澤

うことがあるんだ︑それをユネスコは熱心になっているんだという

卒業証書にも書いてあったと思います︒戦争中になくなった
と思うのですが︒

︹宏︺さんが﹃ユネスコ編

西田

子どもが自信を持つわけですよね︒それでも僕らが子どもの頃は田

ら︑﹁なんだ︑あの侍の子どもはできが悪いじゃないか﹂と百姓の

進んで︑九〇何パーセントが普及したら

西藤西所伊西所
田澤圏澤藤田澤

はとにかく金の無駄遣いですね︒各国の教育マニアみたいな人を集

理事をやらされて︑そこへ何遍もいきました︒いってみたら︑あれ

ブルクにつくりましたね︒あとで私は役所をやめる直前までそこの

ことを聞きました︒ユネスコが国際教育計画研究所をドイツのハン

も知りませんし︒官房審議官になってくれといわれて︑そのときに︑

西田

れているようです︒

審議官と︑心房のほうの審議官ができたということが一応記録はさ

村上

調査局がなくなって文化局ができるときに︑文化局のほうの

めていろいろ議論していますけれども︑あんまり役に立つことはやっ

企画︑統計︑調査課をあなたが束ねてやるんだということを聞いた

だけです︒そして︑とりあえずは中教審の問題に取り組んでもらい

そうですが︑ほとんど私は記憶がありません︒それとの関連

ていませんでした︒

たいと︒そのときに中教審が既に動いておりました︒私が官房審議

その当時の調査局の中にいる人たちですが︑事務官なのでしょ

所澤

文化庁へいっちゃったでしょう︒だから︑その課の枠と一緒に新し

ね︒国語課とか︑国語文化課とか︑国語課とか著作権課というのは

査というのは官房へ来ちゃったでしょう︒そのままそっくりですよ

西田

教審でつくってもらって︑これを将来生徒の道徳教育の教育勅語の

をつくらにゃいかん︒そのために﹁期待される人間﹂というのを中

育勅語がなくなったのだから︑それにかわる倫理綱領みたいなもの

さんが事務次官のとき︒あの人はそういう国粋派みたいな人で︑教

﹁期待される人間﹂というのをやっていた︒これは内藤︹誉三郎︺

官になったときには︑中教審が高坂︹正顕︶︺先生をヘッドとした︑

うが︑その方たちはその後大体どういうところに転職されるのでしょ

いところへ移ったのではないですか︒人間の出入りがあったかも知

かわりにしようという意図があったのだと聞きました︒それで私が

うか︒

れませんけれども︑いくところはちゃんとあったわけです︒つぶれ

いって︑その答申が最終的に出かかっている段階で︑そのときの次

大体元の自分の所属していた課と一緒です︒企画︑統計︑調

た課はないわけですから︒

官は誰だったかな︒内藤さんはかわってしまったんだな︒福田︹繁︺

その当時︑国立教育研究所に出ていったり︑大学に出ていく

所属

さんか誰かから︑あんなものを教育勅語みたいにして発表して出し

たら大変なことになる︒また文部省が戦前に逆戻りだと⁝⁝︒だか

とか︑そういう人たちはいらしたのですか︒

ら︑せっかくできたのだけれどもあの答申が表向きにならないよう

覚えていません︒人事上の異動はあったかも知れませんけれ

ども︑政府としては元の課をどこかへ仕分けをしなおしただけです

られた﹁期待される人間論﹂というのは︑答申の付属資料として正

西田

村上

式の答申に入れないようにしたわけです︒高坂さんはこんなに苦労

にしてくれと︑変なことを指示されました︒結局︑高坂主査がつく

しては調査局の審議官が廃止されて文化局のほうにいらっしゃる可

してやったのにといわれて非常に悔やまれましてね︒結局︑それは

から︑あんまり大きな変動はなかったのではないでしょうか︒

能性もあったと思うのですけれども︑やはり富房審議官として︑先

Bの目を見ないような格好にしてしまったので︑非常に寝覚めが悪

先生が官房審議官になられるときには︑似たようなポストと

ほどの調査︑統計︑企画を担当なさる形になったということなので

いわけです︒もっとも︑あの当時の政治的な状況としては︑教育勅

語にかわるようなものを文部省がつくったといったら︑また騒動の

しょうか︒

西田

種になったでしょう︒

文化庁のほうに審議官みたいな制度がありましたか︒ないで
しょう︒
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伊藤

西田

伊藤

その調査局が廃氏されて︑大臣官房審議官が置かれるまでちょっ

と間がありまずけれども︑そのあいだ先生はどういう立場におられ

へえ！っ︒

というのは︑OECDというのはご承知のように経済協力開

伊藤

西阻

調査局がなくなれば︑調査局の審議窟自体もなくなるわけで

何をしていたのでしょうね︒

連携組織をやろうというのでできた︒したがって経済協力が主だっ

パのほうの側が一緒に手をつないで共同的な経済発展を行うための

二次世界大戦後マーシャルプランをやる︒その受け皿としてヨ⁝ロッ

発機構という格好で︑私の理解しているところでは︑アメリカが第

すよね︒失職したわけではないし︵笑︶︒

経済発展をやっていくうえにどうなのだと手をつなぐことをやった

たのですか︒

西田 五月〜日に官虜審議官を命ぜられるのですが︑だから正味一
ヵ月というその抜けたところというのは官制上どうなっていたので

のですけれども︑どこから手をつけていいか分からない︒その当時

た︒ところが︑それで動き出してみて︑彼らが将来のヨーロッパの

すかね︒

︑これは聞いた話ですが︑あの当時戦争に

にいろいろ検討して

どこかにくっついていたのですね︑きっと︒官房付きか何か

傍藤

みると︑ヨーロッパの各国に比べて︑過去半世紀の間に教育に対し

勝った側として︑アメリカ︑日本︑ソビエトというところを調べて

外務省でいう待命ですね︵笑︶︒

て公の財政で投資した金というのはアメリカと日本とソ連が桁違い

になっていたのかな︒
小池
︵笑︶︑付きというやつ︒

経済発展をやるためには教育投資を根本的に考え直さないといかん︒

ヨーロッパがおくれをとったのはそのせいだ︒だからヨーロッパの

に大きい︒教育投資の大きかったことがヨーロッパの国と桁違いで︑

伊藤

圏国際会議に出席一義務教育を考察ずる

デュケーション︶ですね︒スイスのジュネーブに本部があるのです

西田

伊藤

国際会議ですか︒

ずらりと国際会議ばかりです︒

の審議官のほうに移ってからも︑私のこのメモに書きましたように︑

西田

一つはIBE︵インターナショナル・ビューロー・オブ・エ

とか土地とか労働力とかという機械的なそういう資源以外に︑労働

教育効果として蓄積されて︑それが一つの資本になっている︒建物

で︑教育投資をやったら︑教育にかけた金というのは人間のなかに

ヒストリー﹄︺にもありますように︑﹃日本の成長と教育﹄という中

ればだめだと︒あの当時︑天城さんのレポート︹﹃天城勲オーラル

CDは経済ばかりやると思ったら︑その基盤として教育をやらなけ

のです︒天城さんもその頃から介入されたのですね︒だから︑OE

そのために初めてOECDのなかに教育委員会というのをつくった

けれども︑これも私は得体が知れません︒もう一つ︑一番多かった

力そのものの質を変えているのが教育投資なのだ︒だから︑教育投

役人が悪いことをすると官房付きになつちゃう︵笑︶︒窟房

のがOECD︑それからユネスコ︒そういうのが軒並み出てきまし

資というのは消耗ではなくて資本なのだ︒それによって経済成長の

天城さんが喜んで︑あの﹃日本の成長と教育﹄を一所懸命つくった

ある部分が説明できるというレポートが出ているのですね︒それを

た︒古いパスポートが残っているのを全部調べてみたら︑私はこの

一年半か二年の間に︑OECDの会議を含めて︑パリへ二〇回いっ
ています︒
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ということは因果関係として一応分かるけれども︑そのなかで一番

これは私の学説ですが︑その後︑教育投資をすれば経済発展する

校なんて要らない︒そのことを＝誉感じましたのは︑あとでできる

ム︒だから︑のびのびとやらせておって本人ができるのだったら学

うのは本来そういう強制のシステム︒いやなことをやらせるシステ

を子どものときに染み込ませたのが義務教育だった︒こういう説明

大きな問題は

放送大学のことをやったときです︒どんなにいい放送をしても︑聞

でしょう︒そういう思想がだんだん出てきた︒ヨーロッパもそのこ

りしたことですが︑教育といっても大学教育などの高等教育ではな

くか聞かないかというのは本人の勝手です︒それを無理やりに時聞

をする人はあまりいないでしょう？

くて義務教育︒義務教育の発展度合いというものが︑その国の経済

を決めて聞かせるというのは︑通信教育とか何とかで︑これを聞か

とに気がついて︑OεCDが教育ということを非常に熱心にやりだ

成長の最大の原因となる︒それがなぜかというのは︑これは私の仮

ないと卒業させないそというシステムがあるから聞くわけです︒イ

いやいや︑非常に説得的です︵笑︶︒

説です︒義務教育の最大の効果というのは︑読み・書き・そろばん

ギリスのオープン・ユニバーシティーを見にいったときにそうでし

伊藤

を身につけさせるというのももちろんあるでしょう︒しかし一番大

た︒オープン・ユニバーシティーというのは学校へいくのとは違う

した︒なぜ教育を熱心に考えたかというのは︑やはり経済発展のも

きなのは︑義務教育をやりますと︑満六歳になったら有無を言わせ

んだ︒そうじやない︒時間を決めて放送するから︑いやでもそのと

今頃は学校で自由にのびのびなんていうけれども︑学校とい

ず朝寝ている子を起こして︑﹁おまえ学校へいけ﹂といかせるわけ

きにテレビのスイッチを入れなきゃならない︒いやでもそのときに

西田

です︒教室へいって︑おもしろくない授業を我慢して聞いている︒

勉強しなきやならん︒その強制がなかったら︑通信教育だけではだ

とはそこだということを考えていた︒

つまり︑朝早く起きて自分の作業するところへ出かけていく︒そこ

間︑放つといても皆できるようになりますからね︒人間ってそんな

めなんだと︒それがオープン・ユニバーシティー︒学校教育のとり

はあ︑なるほど︒

に本来勤勉なものではないですよ︒怠け者です︒

で︑いやなことでもがまんしてやる︒しかも︑定期的にやったこと

小池

アジアで国際会議をやって各国が集まってきたときに︑韓国

えは結局︑変な話ですけれども︑あるスケジュールを決めて︑それ

西田

伊蔽聯

そうですね︵笑︶︒

を評価される︒﹁おまえはだめだ﹂と︒そして︑初めて評価の結果

と台湾の人がよく日本語で︑﹁西田さん︑・私どもは日本の植民地政

小池

情報さえあればいいのだったら︑図書館の中に入れておけば

を子どもに強制しているというのが学校の最大の強みなんです︒決

策に恨みはあるけれども︑これだけは日本に感謝している︒日本が

西田

によって上へのステップへいく︒これがディベロップメントのシス

日本内地と同じ義務教育をやってくれた︒これが戦後の韓国と台湾

いいでしょう︒読むか読まんかは本人の勝手です︒読まなきゃなら

して自由にのびのびやらせているのではなくて︒それだったら︑人

の経済成長のもとだ﹂というのです︒彼らは認めているんです︒そ

ないように仕向けているのは宿題が出るからです︒学校は強制のシ

テムだと︒それを幼年期に仕込まれた国民が経済成長する︒

れは読み書きができるというようなことより︑朝起きたら仕事にい

ステムだという普通の人がいわんようなことをいうと︑みんなドキッ

ハッパッハッハッ︵笑︶︒

く︒いやなことを我慢してやる︒そういう生活のマナーです︒それ
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とする︒私はそうだと思います︒

ゆとり教育なんていうのはだめですか︒

そうです︒本人の自主性を尊重してなんてだめ︒

はまだソビエト連邦で威張っていた︒﹁ソ連は一番端っこへいけ﹂

リーの文部大臣が︑﹁ジャパン︑隣に座れ﹂というのですね︒ソ連

西田

小池

その宴会の席で︑やっぱり一五︑一六人がおったら︑ハンガ

そうですね︑東洋系ですね︒

西田

伊藤

国際会議のなかの一つでIBεというのがインタ⁝ナショナ

いや︑すばらしい学説です︒これは凄く賄に落ちますね︵笑︶︒

あんなやつはシベリアの田舎者で︑文化の程度からいったら我々の

方の国とソ連とどちらが上だ﹂といったら︑﹁そんな問題にならん︒

日露戦争に勝ったというのは非常にいいことだといって︒﹁あなた

ハッパッハッパッ︵笑︶︒
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れまして︑グループのメンバーを晩飯に呼んでくださった︒ハンガ

だめです︵笑︶︒

と︒﹁あいつは英語が分からないからだめ﹂といって︑僕に横へ座

リーという国はフン族の何かですね︒東洋系︒

この頃は文部省もまた少し後戻りしていますね︒

れという︒﹁なんであなたは日本が好きなのか﹂といったら︑﹁日露

では︑森有礼の軍隊説はいいわけだ︵笑︶︒

そうですね︵笑︶︒

戦争に勝ったから﹂と︒
ワハハハハハ︵笑︶︒

脱線してしまいましたが︒

︻同

ル・ビューロー・オブ・エデュケーションですね︒それは︑世界各

ほうが大先輩なんだ﹂と︒だんだんお酒が入ったときに私が︑﹁B

あの東欧諸国のなかでソ連に痛めつけられて︑彼らは日本が

国がメンバーとして︑毎年かどうか︑スイスに集まって︑教育問題

本の習慣では︑こういう会では歌を歌う︒ジャパニーズ・スタイル

西田

を持ち寄っていろいろみんなで話をして大いにやりましょうという

と︒そのときに歌ったのがこの﹃知床旅情﹄︒

で私が歌を歌ってもいいか﹂といったら︑大臣が︑﹁やってくれ﹂

これは先進国も途上国も全部ですか︒

西田

伊藤

と思います︒この王BEの会議に私は二度だけいっています︒その

明をして︑﹁B本の北のほうに四つの島があった︒戦争に負けて︑

一同アハハハハ︵笑︶︒

ときのテーマは︑オーガニゼーション・エデュケーショナル・リソー

我々のふるさとの島はいまだに日本に帰ってこない︒それを非常に

主として先進国でしょう︒後進国はそんなに入ってなかった

シズ︑教育資源のいろいろな合理化︑ティーチャ⁝・ワーキング・

悔やんでいる臼本人のメンタリティーを歌った歌だ﹂といって歌っ

そのときに︑ソ連のおじさんは分からんというから英語で説

アブロード︑先生方の海外留学︑プログレス・レポート︑そんなこ

あるわけです︒古い手帳を見ていると︑いろんなことを思いますね︒

たわけです︒ソ連の人は何も分からない︒それでこの手帳に書いて

手帳にこう書いているところのこちら側に歌が書いてあります︒

一幽幽

う︑それを英語に訳したのを書いてある︒

もっと艶っぽい歌があった︒﹁あなただけはと信じつつ﹂なんてい

済んだあとで︑僕らのグループの中にハンガリーの文部大臣がおら

出しました︒IBEの会議にいったときに︑各国が集まってやって

﹁知床の岬⁝⁝﹂と︒これがなんで関係があるかと思ったら︑思い

とをやっているだけです︒

西田

ような︑情報交換をしたり︑決議をしたりするところらしいです︒

私の学説です︒私は間違ってないと思います︒

そういう話のほうがおもしろいでしょう︒これは少なくとも

いやいや︑今のところは一番おもしろい︒

西伊西伊西小伊西伊
田藤田藤田池藤田藤

西田

けていませんからね︒高等学校でやったまでが精一杯ですから︒

まねで少しずつ参加するようになっただけで︑所詮本式の教育を受

何をやっていたんだろう︒暇だからそんなことをやっていた

んですね︒﹁酒がいわせた言葉﹂は英語でいえるかって︒

はないと僕は思うのですよね︒

まあ︑小学校から教えるというのは︑みんな英語をやる必要

先生︑それは準備されていったのですか︒

西田

伊藤

村上

いや︑手帳に書いてある場所からいうと︑向こうでまじめな

︻同アハハハハ︵笑︶︒

西田

とはスイスのレマン湖とか︑あの辺を見物してまわったというくら

IBEについてはそんな二つのエピソードくらいですね︒あ

合間に暇で仕方がなくて⁝⁝︒

に書かせるわけです︒それをみんなに配って︑またいろいろ議論す

ネイティブ・スピーカーがいいだろうと︑イギリスから来ているの

しかしまあ︑報告書なんていうのを最初に起案して文書を書くのは

ティi︶で︑何人かのメンバー︑五︑六人で報告書の起案をする︒

議論したことをまとめようと︑起草委員会︵ドラプディング・コミッ

りですが︑もう一つその会議で︒ある程度会議をすると︑今までの

西田

小池

こういうのは自分だけの貴重なものですね︒エピソードばか

会議のときに︵笑︶︒

西田

まあ︑皆さんの話を聞いて帰るというようなことが主ですから︒

使からご馳走されたり︑いろいろ大事にしてもらいましたけれども︒

いたかな︒夏BEにはいっていなかったですね︒現地のスイスの大

西田

所澤

示唆を得たのは次に申しあげますO￡CDです︒

ういうふうな感じではあんまりないのですか︒

伊藤

そうですが︑そちらのほうですか︒

あのときには︑僕と︑七田君と︑そのときも外務省がいって

そのときにはどなたと何人くらいでいらしたのですか︒

いです︒

る︒そのまとめ方の議論をしているときに︑なかなかディスカッショ

伊藤

題圏六答串の基寒樹構想

どうですか︑そういう会議に出て非常に示唆を得るとか︑そ

ンの中へ我々がパーティシペートするのは難しいですよね︒タイミ
ングをはかってという︒ほとんどそのドラプディング・コミッティ：

の会議には参加できなかった︒最後に配られたこれ︹文書︺を見た
ときに︑﹁ここに文法上の誤りが三つある﹂と私が指摘したわけで

西田

す︒みんなびっくりしましてね︒﹁おまえは一言もしゃべらないの
に︑この英語の間違いがどうして分かるんだ﹂というから︑﹁これ

てきて非常にフォーマルな会議でしょう︒0εCDというのは︑天

今のIBEなんていうのは︑物々しい大臣とかお偉方が集まっ

が日本の英語教育だ﹂といった︵笑︶︒

西田

ことは本来やらない︒学究的な人が集まってきて︑教育成果に関す

そこで決議をするとか︑何かリコメンデ⁝ションを出すとかという

城さんも言っておられまずけれども︑一種のサロン的な雰囲気で︑

イギリスのおっさんはびっくりしていましたよ︒﹁これは文法上の

る自分の経験だとか情報を持ち寄って︑お互いに啓発しあうという

アハハハハッ︵笑︶︒

誤りだ﹂といったら﹁そうだ︑そうだ﹂と︒これから小学校から英

のが主ですから︒OECDも経済のほうのことは知りませんよ︒閣

一同

語を教えるなんていうけれども︑実際にどの程度の効果があるか分

僚会議なんかがあって︑リコメンデーションを出して︑日本の経済

読み書きと文法は仕込まれましたね︒しゃべることはだめ︒

かりませんが︑私らは終戦後初めてアメリカ人と接して︑見よう見
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なことはありません︒

成長はだめなんていわれましたから︒だけど︑教育に関してはそん

その三つのことを日本語で書いてあるわけです︒

効率と外部効率とは全然朋の観点︒中教審の四六答申の諮問には︑

話でしょう︒四六答申では検討すべき問題点というのは出さなかっ

を持っているのですよね︒それを審議会にいわせようというだけの

検討すべき問題点というのを挙げて︑それは大体文部省がもう答え

ていただくと分かるのですが︑普通︑文部省が諮問に出すときには︑

だことが非常にたくさんあるわけです︒これは四六答申の諮問を見

中教審の四六答申の基本的な構想というのは︑このOECDで学ん

二ヵ年︒これが中教審のプログラムです︒それを総括するための委

あ︑その検討すべき問題をどう解決するかと解決提案するのが次の

中間報告として中教審の答申に出てきます︒あとの二年間で︑じゃ

しよう︒文部省からいわないで︒最初の二ヵ年聞で検討したやつが

タを調べて︑どこに問題があるかと検討すべき問題点を自分で発見

さん出ている︒その三つごとに︑最初の二年間で過去の文部省のデー

委員会をずうっとつくったわけです︒それであんなに委員会がたく

内部効率︑外部効率︑財政効率︑その三つを並行してやるために

たのです︒検討の観点︑ポイント・オブ・ビューといって︑検討の

員会をつくると︑いろいろなことをやりました︒最初の二年間の過

私はO建CDというのは教育に関して非常に学ぶことがあって︑

観点を三つ出したわけです︒

が︑その教育制度を取り囲む社会︑国家の中で︑どう社会的な要請

論するのが内部効率です︒外部効率というのは︑ある国の教育制度

いう教育制度のなかでのエフィシェンシ⁝がどうかということを議

教科書はこうしたほうがいいとか︑教育カリキュラムだとか︑そう

制度のなかの内部効率です︒先生の月給を上げたほうがいいとか︑

や生徒がお互いにどう働いて教育効果を上げているかという︑教育

ンシー︹内部効率︺というのは︑教育というシステムのなかで先生

￡CDの皆さんの会議で聞いたことなのですが︑インナーエフィシェ

教育の内部効率と外部効率︒何だか分からんでしょう？

西田

伊藤

西韻

まあ︑そういうことですね︒自己評価といっても⁝⁝︒

文部省のやったこと自身を自己評価しようと︒

わけでしょう︒

てやるということですけれども︑今度は自分たちにその答えがない

たいということを腹話術みたいに向こうにいってもらって権威付け

に考えがちになりませんか︒今までの答申は︑文部省の役人がやり

と文部省の役人は︑﹁これは自分たちのことではない﹂というふう

伊藤

そのとき︑昭和四十何年にちょうどコンピュータを文部省が

この次のときにまたもう少し整理して申しあげます︒

去の問題を全部拾い出して︑どこに問題があるかをやるのは三つの

にマッチしているか︒教育制度の社会的な妥当性です︒それを外部

導入する時期に私がその担当をして︑それを土台にして文部省の歴

諮問に書いてあるのはB本語で難しく書いていますが︑私がO￡

効率という︒教育制度というのはその国の社会のためにあるもので

代持っているいろんな統計資料︑記録︑これを可能な鳴り全部デー

観点からやるわけでして︑内部効率︑外部効率︑財政効率︒これは︑

しょう︒国民一般︑国家導体の必要性に応じて︑教育制度がどうう

タベ⁝スに入れる作業をやったわけです︒それができたものだから︑

CDで学んできたその三つというのは︑教育のことを検討するには︑

まく適号しているか︒そういう評価を外部効率という︒その二つを

今のように評価するときに必要なデータを委員会へどんどん出して

これはO

私は0￡CDで学んだ︒それに私は三つ瞬を加えた︒それは財政効

いったわけです︒これは非常に皆さん方に喜ばれました︒東大の教

しかし︑今のお話を伺っていまして︑そういうふうにします

率︒使った金と教育効果というのがどう結びつくのか︒これは内部
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小池

それはそうでしょう︒教育社会学のデータみたいなものがドー

ハハハハハ︑ずるい︵笑︶︒

のこともあとでちょっと︒

西田

伊藤

す︒

﹃エデュケーショナル・ポリシー・アンド・プランニング﹄︒

いや︑皆がこれを読んだかどうか分かりませんね︒まあ︑そ

反響はいかがでしたか︒

課の連中にこういうコンピュータの使い方を勉強させてこういうこ

ンと出てくる︒﹁今度はこういうものをつくっていけばいいんだな﹂

伊藤

ええ︑﹁教育政策と教育計画

育社会学の清水義弘さんは︑﹁この会議に二︑三回出ると︑半年分

と︒それくらいコンピュータというのは中教審では役に立ちました︒

西田

とをやりました︒これが教育政策会議のときに各国へ配ったやつで

それなしで宙で議論していると分からないものばかりなのですよね︒

西田

それは文部省の役人にとってどうですかね︒やろうという気

くらいの俺の講義の材料が得られる﹂と︵笑︶︒

伊藤

う︒これはOECDの出版物になっているわけです︒

西田

所澤

伊藤

今のOECDなのですが︑先生が今の三つの観点の二つ目の

何年に出ていますか︒一九七三年︒

ジャパン﹂と書いてあるでしょ

になるかという︒

が入ってきて︑そして官房審議官なんかをやらされた︒これは一つ

観点に気づかれたというのは︑どういう場面で気づかれたのですか︒

たまたま私のような変なやつが︑物理をやった理科系の人間

の運命ですね︒私のような者がいなかったら︑コンピュータを使っ

西田

きて︑いつでも十数名各国からみんな来ています︒これはいわゆる

OECDはサロン的な格好で各国のエキスパートが集まって

てそういうことをやろうともしないでしょうし︒

その最初の二年間でやった過去の実績をあとで出てきますOEC

私が書いた文章を英文に訳して︑グラフなんかはみんな私が書いた

グ

せんし︑そんなに学究的なことをあんまり出していなかった︒十数

イギリス︑フランス︑このへんの人はあたりまえのことしかいいま

れたのは北欧関係です︒スウェーデンとか北欧方面の人が非常に︒

開発途上国はいないわけです︒先進国ばかりで︒

グラフです︒これはまた後臼説明します︒これは統計数理研究所の

名の人が集まってある会議をやるときに︑この次のテーマはこれだ

Dの教育政策会議というのに出してやろうということを天城さんが

指導をいろいろ受けまして︑中学から高校︑高校から大学といくと

からこの文書を読んでこいといってパリのOECDの本部から送っ

OECDですからね︒

きに︑どういう要素が進学を促進し︑それを阻害するかという要因

てくるわけです︒出発する一週間ぐらい前に︑これぐらい︹ニセン

艶麗

分析をやりました︒つまり︑親の職業がどういう人がプラスのほう

チぐらい︺の厚いものを︒そんなもの読めないですよね︒英語で書

いわれて︑中教審の前半の二年間のやつを全部英語に翻訳したんで

へいって︑どういう職業がマイナスのほうへいくか︒男の子と女の

いてあって︒いきの飛行の中で拾い読みしていくぐらいです︒あの

特に私が感銘を受けたアカデミックな非常にいい話をしてく

子でどう差が出るか︒これを見ていくと︑教育の機会均等というけ

当時は︑東京からアンカレッジへ飛んで︑こうおりてくるのですね︒

西田

れども︑本人を取り囲む社会環境が大学進学や高校進学にどう働い

向こうへ着いて︑時差で八時間ぼけているときに会議が始まってし

す︒これ︹﹃エデュケーショナル・ポリシー・アンド・プランニン

ているか︑そういう要素分析ができるわけです︒こんなことを文部

まって︑三Bほど会議をやって︑すんだときにまた飛んで帰るわけ

ジャパン﹄︺はOECDの出版物になっています︒これは全部︑

省の普通の統計課はやらんです︒私はおもしろがって文部省の統計
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のは︑十二月頃にあったときに︑戻ってきたら時差で逆さまになっ

です︒もう︑上下時間が狂っちゃうわけです︒一番ありがたかった

しかし︑先生は情けないことにそれを学問的に解析するだけの能力

のは現場で毎日の教育をやっていて経験を山のように持っている︒

やるか﹂とみんな手帳を出して︑﹁来月はどうだ﹂なんて言い出す

議論して二日ほどやって︑﹁じゃあ︑これでおわり︒この次にいつ

その会議でやりますと︑非常にサロン的な雰囲気ですから︑散々

ブルに座って︑今度はこういうことをやってみましょう︒では︑学

いがない︒教育発展をやるためには︑その違っている三者が同じテー

学者も学問的なオーソリティーだ︒そのお互いの間の共通の話し合

のものにない権限を持っている︒先生は教育上のオーソリティーだ︒

それを指導する学問もなければ経験もない︒しかも︑お互いがほか

を持っていない︒学者の人は一所懸命本を読んで勉強していて︑本

んです︒日本内地の会議と同じようですね︒そうしたら︑アメリカ

問的にはどうか︒現場の経験からいったらどうか︒行政官庁はどう

ているのだけれども︑ちょうど夜中から予算折衝をやるときでした

が︹手を挙げて︺︑﹁ちょっと待ってくれ︒俺たちは大西洋を越えて

いう処麗をしてくれるのか︒みんなが話し合って︑﹁じゃあ︑これ

の議論は知っているけれども︑現場で生きた人戸を相手にした経験

くるんだ︒そんな気楽な話をするな﹂と︒アメリカとカナダがね︒

から匿がばっちり開いて︒それだけです︒実際︑時差を逆に戻すと

私も手を挙げて︑﹁わしは北極を越えてくるんだ﹂と︒そういう雰

をやろう﹂というので︑それぞれ責任を分担して︑みんなが力を合

というのが非常に乏しい︒それを管理している行政庁というのは︑

囲気でして︑﹁じゃあ︑いつがいいか﹂なんてやっていました︒こ

わせてあるプロジェクトをスタートする︒そして︑何年間かその目

人間の体には物凄く辛いですね︒

のOECDの会合では非常に学究的な︑アカデミックな刺激を受け

的のプロジェクトを実行してみて︑どれだけの成果があったかその

三者で集まって評価する︒このシステムでなければだめだと︒

ました︒

もう一つ︑今の三つのこと以外に中教審の基本的な答・甲の要素に

一

校の先生と教育に関する研究をしている学者の三つのファクターが︑

の制度として管理している行政庁というのがある︒特に行政庁と学

がある︒それから︑教育を研究している学者がいる︒それ全体を国

は︑一つは先生というファクターがある︒教えられる生徒というの

ロセスでのびない︒教育には三つの要素がある︒学校教育というの

究をやって︑よかったらそれをすぐ生産に移す︒教育はそういうプ

普通のそういう工業技術だったら︑基礎実験をやる︒それを応用研

ほかの経済とか産業技術の発展のようにいかないのだ﹂と︒つまり︑

たかな︑名前を忘れてしまったけれども︑﹁教育発展というものは︑

てみうというのでしょう︒学者がどの程度それをフォローしている

なかった︒文部省がポ！ンと実験学校をつくって︑金をやるからやっ

ブルについてやれ︒これはついに中教審で答申したけれども実現し

教審答申の中に︑教育の研究開発システムをつくれ︒三者が同じテー

いく︒こういう三者協力体制をつくらなきゃいかんというので︑中

ように川を徒渉していくように︑しかもある目標に向かってやって

パイロットというのはそういう水先案内ですから︑危険に陥らない

を危ないところを一つ一つ瀬踏みをしながら川を渡っていくように︒

クトという言葉を使う︒ある量的に向かって︑ちょうど橋のない川

ト︶﹂という言葉で書いたわけです︒彼らはパイロット・プロジェ

それを私は中教審の中で﹁先導的試行︵パイロット・プロジェク

お互いに違う能力を持っていて︑お互いにけん制しあっていて︑

のか知りませんし︒子どもを実験台に使うのはげしからんというけ

なっていることでここで学んだことは︑これはスウェ⁝デンの人だっ

緒に仕事をしていないからだめなんだ︒つまり︑学校の先生という
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いう方法しかない︒その先導的試行というものをやるべきだと︒

ロット・プロジェクトで瀬踏みをしながら一歩一歩川中を徒渡ると

れはいかんでしょうし︒それではどうするのだ︒そうすると︑パイ

れども︑実験をやらないでいきなり独断でやるのかといったら︑そ

通用しないからだめ︒私は︑それ以外の国はあとでスイスとイギリ

西田

伊藤

自分のお金で勝手に歩き回れるかといったら︑パスポートが

まだ外貨持ち出し制限のあるときですね︒

時は一人五〇〇ドル以上持たせなかった︒

クトというシステムがなければ教育は進まない︒北欧のあの人が自

の二つだけはついに実行されていない︒このパイロット・プロジェ

プロジェクトと︑それから一番後ろにつけました長期教育計画︒あ

西田

されるのですか︒

至上

私には一番根本的なことを教えてくれました︒

スへいっただけです︒そういう御心で︑OECDの会議というのは

分らの経験ではそうだということをいわれました︒僕はそのことが

すよ︒教育のことというのは目に見えるような物がないですね︒国

中教審の四六答申でついに実行しなかったのは︑そのパイロット・

非常に頭にありまして︑中教審の答申の中の一つに入れたわけです︒

際会議をやるときに非常に優秀な通訳の人にお願いするのですけれ

大使館の人も傍聴に来ています︒来ていても話が分からんで

会議の席に︑現地の大使館の人だとかそういう方たちも参加

それからあとOECD⁝⁝︒

ども︑その通訳の人が告自していました︒ほかのお料理の話とか何

だとかは具体的な物がイメージにあるけれども︑教育でカリキュラ

ムの話なんかをされたら︑いっておられることが何だか分からん︒

からもいっていると︒向こうの会議にいくときは公用旅券ですよね︒

ていって何の効果があるのか知りませんけれども︑形式上︑外務省

を併任する﹂と辞令を出すのです︒外務事務官という肩書きもらっ

際機関だから︑あそこへ私らが出かけるときは私らに﹁外務事務官

西田 おもしろいですね︒OECDの会議へいくときも︑あれは国

どうだったのですか︒

所澤 今のOECDのときなのですが︑外務省の関係はそのときは

れども︑会議に直接かかわるようなことというのはあるのですか︒

所澤

プションとパーティーだけですよ︵笑︶︒

西田

伊藤

よね︒

だから︑外務省なんかが来ていても何も役に立たない︒レセ

まあ︑そうですね︒

を使っていいのか分からない︒具体的なものというのは分かります

ムなんていうのは非常に抽象的なものでしょう︒だから︑どの英語

圏◎匿CDのコン7翻ン岡アーシ慧ン

公用旅券というのは︑どことどこの国で役に立つと書いてあるので

西田

分からんから訳せないというのです︒そうでしょうね︒カリキュラ

すね︒それ以外の国には通用しないのです︒だから︑あれだけ二〇

いっているかぎりは偉い人がいくと御礼のために文部大臣の招待会
西田

小池

ええ︑目的地︒フランスの中だけは︑マルセーユへもいった

目的地しかいけないのですよね︒

に招待状を出すか︑そんなものは外務省にやらせたらいいのですね︒

本もやる︒文部大臣のパーティ⁝をどこの場所で設営して︑誰と誰

なんかを催さなければならんですね︒各国がやってくれるから︑日

そういう会議なんていうのは皆︑フォーマルな会議だったら︑

外務省の人が︑傍聴だから発言することはないのでしょうけ

回もパリへいってもフランス以外出られないのですよね︒

りしましたけれども︒公務出張ですから金も決まっていて︑あの当
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です︒そのエグザミナーが五人やって来ました︒それはこの年の一

これ︵﹃エデュケーショナル・ポリシー・アンド・プランニ

儀典係だ︑やっぱり︒

伊藤

ジャパン﹄︶がまだできていないうちですか︒

伊藤

ング

まだできていない︒この会議は十一月ですけれども︑その隼

月に富ました︒

西田

露本側から学識経験者の方がいらっしゃることは︒

ケーショナル・ポリシー・アンド・プランニング

の一月十Bにエグザミナーが来た︒そのエグザミナーが凄い人で︑

村上

土台としたコンフロンテ⁝ションというのをやったわけです︒その

天城さんのレポートにも書いてありましたが︑一人がフランス人で

それはあとで申しあげますが︑昭和四十六年にこれ︵﹃エデュ

ときには︑京都大学の堀尾先生というのが中教審の委員でしたから︑

文部大臣からフランスの総理をやったエドガー・フォールという人︒

西田

私と天城さんと堀羅さんと三人でいきました︒写真を見ると︑その

北欧のほうからはかルツング︑アメリカからはライシャワー︒それ

ジャパン﹄︶を

横に外務省の現地の大使館のアタッシュみたいな人が座っています

ションというのを英語で辞書を引きますと﹁対決﹂になっています︒

のを中心に議論しようという会議を開くわけです︒コンフロンテー

さんに共通に配って︑ある国の学術関係の政策︑教育政策というも

をやるために︑この次は少し研究的な資料を集めて︑その文章を皆

はなく各国のサロン的な議論をしているけれども︑ある程度まとめ

す︒それがこの会議に配られるわけです︒検察官みたいなものです

い︑自由に見て回って︑彼らのエグザミナーレポートを出すわけで

二︑三週間滞在して︑文部省に来てインタビュ⁝し︑B教組にも会

す︒そろってやって来て︑日本に何日間くらい滞在したのですかね︒

学のプロフェッサーのドーアという人︒この五人がやって来たので

ギリスからは

から︑天城さんの推薦でイスラエルのべン・デビットという人︒イ

けれども︑何もいうことはないです︒

言葉で聞くと物凄いのですが︑当事者の国を日本と決めたら︑日本

ね︒それを土台にして各国が質問するわけですから︑いくほうが大

︑よくB本で名前が売れていますが︑ロンドン大

について調べて︑それに関するレポ⁝トを配って︑ほかの国が日本

変です︒

O￡CDのコンフロンテーションというのは︑これは日本だけで

の向こう側に全部座って日本に質問を投げかけるわけです︒B本が

コンフロンテーションをやるときには︑いきなり配っても読めない

これができたところで翻訳して︑これを配っておいた︒ところが︑

ています︒私どもが出したのは中教審の最初の二年間のレポート︒

れを全部欝本語に訳して朝日新聞から﹃日本の教育政策﹄を出版し

ますが︑朝日新聞の深代︹惇郎︺君が傍穂に来ていまして︑彼がそ

たわけです︒この会議の模様は天城さんのレポートに書いておられ

です︒昭和四十五年十一月にO￡CDの教育政策会議というのがあっ

的に教育では偲が実現したいかといえば︑他人と競争しているうち

の目標とするところは︑競争がなくなるのではないけれども︑最終

り︑これは避けて通れない問題だろうと︒そのときに私は︑私ども

ものが大変だと︒しかし︑競争社会というものが現実に存在する限

いて︑それだけを目標にした激しい競争があり︑教育の歪みという

が︑日本の一つの教育の大きな問題である大学入試というものにつ

だに覚えているのは︑フランスの首相をやったエドガー・フォール

合って︑さすがに皆一流の人ですから非常に啓発されました︒いま

このエグザミナーが来られたときに︑私どもはその先生方と話し

し︑すぐ議論できないから︑前もって日本という国の教育政策を外

に︑自分は自分と競争するのだと︒人との競争ではなくて︑自分と

それに答えなければいけない︒そういうのがコンフロンテーション

からの目で見ようと日本ヘエグザミナーというのを送ってくるわけ
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競争するところへ自分の目標を決める︒そこまで自分の生活態度を

を純理論的に突き詰めていくと︑最終的にはやはり︑どういう実験

細かくより分ける必要はない︒くじ引きなら落ちても恨みっこない

成果を見ても︑入ってからの本人の成績の伸びというものに一番深

イスラエルのべン・デビッドには初めて会ったのですが︑この人

だろう︒ライシャワーさんに︑﹁とことん突き詰めていくと︑どん

かえる︒そこまで持っていけば︑それが本当の教育だといったらフォー

がおもしろいことをいわれました︒日本に来ていろいろなことを見

な入試問題をやるよりも︑内申書一本でやって︑それであとくじ引

い関連性があるのは︑入学試験の成績ではなくて高等学校の内申書︒

ていて︑ヨーロッパ人というのはきわめて合理主義で︑いろんな会

きでやるというのがいいんじゃないですか﹂といったら︑ライシャ

ルさんが誉めてくれました︒自分自身と競争︑そこまで到達させる

議なんかでお互いに違う意見をはっきり出し合って︑ぶつかり合う︒

ワーさんが︑﹁西田さん︑それは日本では成功しないねしといった︒

それはすべての実験結果で出ているわけです︒その内申書の成績と

したがって︑ヨーロッパ人やアメリカ人というのは︑一つの問題が

﹁どうしてですか﹂といったら︑﹁合理的であろうが非合理であろう

ための手段なんだ︒そこまでいかないと︑いつもガツガツしていて

起きれば訴訟を起こしてそれを徹底的に叩き合う︒それで解決して

が︑あの真剣勝負のような︑入学試験一本で落ちるか通るかの潔さ

いうものをもっと尊重して︑それを土台にして学生の選抜をやる︒

いく︒そういう生き方をしているけれども︑日本人はそれとは違う

というのが日本人にはたまらないんだ︒これは日本人のメンタリティー

物欲しげな︒自分自身との競争︑自分の目標を決めて︑自分と競争

ようだ︒日本人はそういう意見の食い違いや対立が起きたときに︑

から来ている︒あれはB本の武士道︑サムライの伝統だ︒その証拠

もし同点だったら︑あとはくじ引きでいいじゃないですか︒そんな

それを徹底的にほじくり出して問題点を煮詰めるということよりは︑

に︑試験で落ちた人を浪人というでしょう﹂と︒

する︒そういう生活態度をつくる︒私はそう前から思っています︒

そういうときには事を荒立てない︒そういう日本語を使ってですよ︒

方ですね︒これからB本で法律家をたくさん増やして訴訟をジャン

い方でした︒簡単にいえないことだけれども︑これは一つの物の見

にはいえないと︑ベン・デビッドはイスラエル人ですがそういう良

ときが来る︒この日本人の生き方というのは︑どちらがいいか簡単

というのは︑いってもだめなんですね︒そのときの話で︑ライシャ

通らない︒どんな合理的なものを出してもだめだ︒入試問題の改善

あのシステムを捨てませんよ︒あなたのいうようなことは日本では

の洞察がない︒あの潔さが日本人はたまらないのだから︑日本人は

西田

ワッハッパッハッ︵笑︶︒

ジャンやろうというのがいいことかどうか︒日本では昔から事を荒

ワーさんが︑﹁潔さという言葉をいいましたけれども︑これは英語

一同

立てない︒荒立てたら︑解決したようでその恨みが残り︑いつまで

に無い言葉なんです︒日本語しかない言葉で英語に訳せない言葉は︑

事を荒立てないでそうっとしておく︒喚問をかけたら自然に解決の

たっても問題が解決しないということで︑時間をかけてその鎮静を

潔さという言葉︑それからもったいないという言葉﹂と︒あの臼本

私はそれを聞いて︑まいったなと︒我々は日本人でそれだけ

待つというのが東洋人のやり方として非常に意味があるのだと︑ベ

に長年住んでいた方がおっしゃるのだから閲違いないでしょう︒ウ

で︑それだと観念が違うのですね︒仏教の思想が入っていますね︒

エイストフル︵≦Pのけ①隔￠一︶というのはモノを無駄に使うということ

ン・デビッドはそういっていました︒

ライシャワーさんにはこれ以外の機会にもたくさん教えられるこ
とがありました︒私がさっき申しあげた︑入試問題の合理的な方法
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ているんですよ︒それから︑天城さんのレポートで私は知ったので

それがコンフロンテーションなのですか︒

ンテーションとのときにいろいろ聞いてみて初めて知りましたが︑

ヨーロッパの古い国というのは︑大学や学問の伝統というのは日本

よりうんと古いわけでしょう︒そういう国の特に大学教育の段階に

なりますと︑個々の大学が中世以来の学問的伝統というのをどっし

り構えて︑文部省が何をいおうが︑政府が何をいおうが︑相手にし

ない︒きわめて保守的で動きがとれない︒新しい時代に相応して高

等教育の改革とか急増とかいったって︑大学は鼻も引っ掛けない︒

弱っているんだという話を白状するわけです︒びっくりしましたね︒

案外ヨーロッパというのは古めかしい︒文化の伝統というのがそう
いうことになるのかと︒
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これは全員に配ってあります︒だけど︑そんなものは特に見
やっぱりそうですが︒

西田
伊藤

エグザミナーのレポートが〜番問題点を指摘していますから︒

私がもったいないということを説明するときに外国人にはこういつ

は︑私は子どものときにご飯をこぼすと︑私の母が︑﹃落ちたご飯
西田

やしないですよね︒

粒が泣いているよ﹄というのです︒あんたがちゃんと食べてやらな

B教組に会ったらこういつていたとか︑みんな出てくるわけです︒

ていますといったら︑ライシャワーさんにそれでいいといわれたの

いから︑下へ落ちてむだになつちゃったからお米が泣いているよと︒

そのコンフロンテ1ションは︑向こうへ十何ヵ国がずらっと座って

いて︑天城さんと私と堀尾先生がこちらへ座って︑半分取り囲むよ

一つ一つの米粒が命を持っている︒それを愛しむという気持ちがもっ

たいないという気持ちにつながる︒ドロップコーンがウィービング

うにしてまさに尋問を受けるような格好ですね︒それで︑レポ⁝ト

を見ながら質問をしてくるわけです︒そのときに⁝⁝︒

︵≦①①窟⇒σq︶だと︑そういう説明をすると外国人に分かるだろう︒

もったいないということと潔さというのは外国にはないということ

所澤

前の年はどこの国かがありましたね︒私らも聞きにいったけ

すみません︑そのコンフロンテーションなのですが︑どうし

を初めて知りました︒お侍の世界は潔さですよね︒例えどういう理

てB本がコンフロンテーションの対象になったのですか︒

西田

屈で雷い訳してみたって︑勝ったのは勝った︑負けたのは負けた︑
一本勝負です︒その潔さがたまらないんだというのです︒そういう
あるでしょうね︵笑︶︒

すが︑その前に学術政策に関するコンフロンテーションがあって︑

ど︑あんまり身にはならなかったけれども︒ほかの国も順番にやっ

﹁ああ︑落ちた︒また来年やるか﹂というわけです︒

日本でOECDの会議があったらしいですね︒教育のほうはB本が

ところがあるでしょうね︒

そうかあ︑それで浪人ですか︒

伊藤

ええ︒

に︒あ︑デンマークかどこかをやりました︒デンマークのコンフロ

このときに初めて︒その翌年がフランスかなんかで︑それはかすか
実

浪浪の身になって︑またがんばるか︵笑︶︒

西田

そのときはこれ︵﹃エデュケーショナル・ポリシー・アンド・
ジャパン﹄︶ではなくて︑そのエグザミナーのレポー

トが中心になるわけですか︒

プランニング

伊藤

パリで会議をやったわけです︒

を聞きまして︑彼らがレポートを書いて︑そしてその年の十一月に

でも︑おもしろい話でしょう︒エグザミナーからそういう話

驚いたなあ︒

落ちたら浪人というでしょうといわれて︑まいったなあ︑

西三際西伊小西伊
田藤。田藤池田藤

かまとまりません︒こういう平和な時代にどう制度を変えようとし

邦制だから文部大臣が一〇人ぐらいおるでしょう︒とても意見なん

しい﹂というんです︒だから︑物は見方ですね︵笑︶︒ドイツは連

いまドイツでどんなに変えようとしても動かない︒日本がうらやま

本はいいときに変えられた︒あの敗戦というときだから変えられた︒

いるがどうだ﹂といったら︑ドイツの国会議員が︑﹁全然違う︒日

リカがどんな勧告をしても何もやらなかった︒立派だ﹄といわれて

﹃あれはばかだ︒ドイツを見ろ︒あれはヨーロッパの老舗で︑アメ

アメリカの言いなり放題の教育改革をした︒﹁よく日本の国内では︑

節団が来て︑ああしろ︑こうしろといって六・三制にしたり︑実に

の会議室で会議をやったときに︑日本は︑敗戦後アメリカの教育使

ツがやって来ました︒何年頃でしたか︒ドイツの国会議員が文部省

の後︑日本へ各国の国会議員の団体が調査に来ました︒一つはドイ

これもやはり日本とアメリカの状況の情報交換みたいな話です︒ラ

が大将で︑フォーマルな会議だから外務省もいきましたけれどもね︒

ありましたね︒そのときに私は参加しました︒このときは森戸先生

カルコン︹CULCON︺といって︑天城さんのレポートに何回か

うのが︹昭和︺四十三年の四月にワシントンでありました︒これは

のほうへ私がかわったあとの話だから︑日米文化教育交流会議とい

うはいかない︵笑︶︒あとは︑ユネスコの総会というのはユネスコ

西田

伊藤

ですね︒

ですから︒

西田

伊藤

時差というのは慣れるものですか︒

西田行ったり来たりしていて︑時差に慣れましたけれどもね︒

伊藤

逆さまになって︑戻ってきたら元通りになるはずだけど︑そ

そうですね︒この二年ぐらいの間に二〇回もいっているわけ

0￡CDはしょっちゅう会議をやっているわけですね︒

それを一番感じましたのは︑OECDとは離れまずけれども︑そ

ても動きがとれない︒田本はいいときにされましたねといわれまし

イシャワーが向こうのメンバーでした︒

そうですね︒二月に一回とか︑それぐらいはやっているわけ

た︒そういうことで︑物の見方が違うということ︒

のですね︒﹁日本は誰がそういうスターなのだ﹂と聞くのです︒イ

とかという偉い英雄がおって︑その教祖の威力によって何でも進む

が急速に発展したというのは︑インドではガンジーだとかネールだ

省で話したら︑インドの人の発想というのは︑臼本がこれだけ教育

メリカはもっと古本の初等教育を勉強しなきゃだめだ﹂といって︑

ルを上げて日本の全体的な進化をやったのは日本の初等教育だ︒ア

務教育の制度だ︒日本が日本の国内で同じ学問水準で統一的にレベ

がないわけです︒﹁アメリカが臼本の中から一番学ぶべきことは義

ケーションというのがありますね︒アメリカは︑連邦政府は教育権

会議の席上で覚えているのは︑アメリカのオフィス・オブ・エデュ

ンド人はおもしろいですね︒私は︑﹁古本にはスターは一人もいな

向こうの教育局の人にライシャワーさんが注文をつけていました︒

もう一つは︑インドから国会議員団が来ました︒そのときに文部

い︒スターダストばっかりだ﹂と︵笑︶︒

やれるかが問題でしょうけれども︑そういう話がありました︒この

しかし︑各州の独立権がありますから︑向こうの教育局もどの程度

西田

ときもフォーマルな会議で︑いったときにもう外務省の連中は向こ

アッハッパッハッパッ︵笑︶︒

スターダストは山におるけれどもスターはいないんだといったら︑

うの事務局の人と話し合いをしていて︑どういうファイナル・レポー

︻同

向こうの人は不思議そうな顔をして見ていましたけれども︑インド

トをつくるかという案をどんどん書いているわけですね︒議題に関

文部大臣なんていうのは次から次へと幾らでもいますものね︒

人はそういう発想をするわけです︒一人の教祖が出てくる︒
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西田

それはどこでやったのですか︒

て︑空圓りばかりしている︒それを本格的にやる場所が必要だとい

だスローガンとして﹁文盲撲滅﹂とか﹁経済発展しとかいってみたっ

182

リテラシーというのは︑まだ東南アジアの国で割合に一つに

為して︑どうせこういうことをいうのだろうと︒それを最後の会議

まとまった国でも大変なようですね︒リテラシーということは結局︑

読み・書き・そろばんを教えるということを鶏群にやっていますけ

に出して採択というようなことになってしまうので︑あんまりだい
したものは出てきません︒その前の事前の話し合いのディスカッショ

標は︑いやでも学校へいき︑そこで勉強をすることをしつけるとい

れども︑そうではなくて︑さっきのように初等義務教育の最大の目

カルコンというのは外務省がそういうふうに絡んでいるので

ンのなかで啓発されることがあるという程度でした︒

伊藤

中村大臣がいわれたように︑飢えと寒さで凍え死ぬ怖さを知らない

うことでしょう︒そこに踏み切るのが大変なのでしょうね︒それは

西田

から︒それと︑やっぱり貧しさというものとの悪循環があって︑子

すか︒

な︒ある会議が伊豆のどこかであったときに︑あれは侮年ですか︑

どもを働かせないと飯を食えない︒フィリピンなんかへいっても︑

外務省がかんでいました︒日本でも一遍︑あれはカルコンか

富士山の上でイギリスの飛行機が墜落したことがありましたね︒イ

町の中へ自動車がとまると子どもがワーッと寄ってきて︑﹁マンゴー

を買ってくれ﹂とか︑﹁花を買ってくれ﹂とあるでしょう︒一つ買っ

ギリスの侮とかいう航空会社の飛行機が窟士山の上で急に墜落した

纔Z六年三月五臼︑BOAC航空のボーイング七〇七機が富士

いるお母さんにお金を持っていくわけですよね︒かわいそうに︒

てやると︑そういう子どもがパーツと走っていって︑物陰に隠れて

そういう社会的なメカニズムを考えなければならない︒そういう点

トがあるのか︒そこにどういうインセンティブが働いているのか︒

てどうしょうもない︒じゃあ︑その教育を受けたらどういうメリッ

ステムを考えないと︑﹁教育が大事だ︑教育が大事だ﹂といったっ

どこからその悪循環を断ち切ったらいいのか︒このメカニズムのシ

ということ︑いろんなものとの関連性がどういう悪循環になって︑

私がユネスコの事務総長のときに︑結局︑貧乏というものと文盲

山に墜落した事故︺︒あれを伊豆のところで会議をやっているとき

そうですが︒

六七年九月二日からあるのは︑これは何でしょうか︒

アジアの会議はいつもバンコクでしたね︒

うことに私はピンと来て︑自分なりに熱心にやったのが国連大学な

インするということが大事なので︑そのためには学問的にそういう

天城さんの話でしたっけ︑よくアジアの話が出てきましたね︒

のです︒アカデミックな立場からそういうものを国連大学がやれる

ト・アジア・ミネストリー・オブ・エデュケ⁝ションみたいなもの

アジア教育者会議︒

ようにしたい︒

問題を分析をしなければならない︒それを学問的にやらないで︑た

やっぱり︑いつもリテラシーの問題で︒

ですな︒東南アジア各国の教育会議みたいなものです︒

西田 六七年の？ あ︑SEAMESか︒これは︑サウス・イース で教育計画という問題を考えるときに︑金体構造のシステムをデザ

所掌

麗国連大学創設のねらい

観藤

関係ない話だけど︒そのときも外務省が一緒にいっていました︒

に見た︒だから︑それを調べれば分かると思います︒これも会議と

〔一

伊小濁西伊
藤池藤田藤

ライフロング・エデュケーションといって︑生涯教育といっていた︒

発想からいったら骨抜きになってしまった︒﹁死ぬまで勉強だ砿な

いや︑それもいくのです︒

学習というのは本来︑没価値的なもの︒ただ学ぶというだけ︒泥棒

私の話はこのまま続けて︑文部省の任期がおわったらもういいで

伊藤

その申で大事なことは︑あとでまとめて申しあげたいのだけ

んていうのは昔からいっていたことで︑そんなことをいってみたっ

西田

の稽古をするのも学習ですからね︒教育というのは︑ある一つの目

しょう︒そのあとの高専や短大の時代のことはいってもしょうがな

れども︑入試の問題が一つですね︒国連大学をつくったときのいき

標になる理想に向かって進む︒そういうものが生涯教育になったは

てしょうがないですね︒あれはユネスコが最初に言い出したときは︑

さっと考え方︒それから︑放送大学も私は創設の一役だったのです︒

ずです︒

いでしょう？

私がつくったレポートのとおりに︒この二つの生みの親ですから︑

立場から︑貧乏の追放とか︑教育の普及とかというものをどうした

ういう国別の利害関係というものを離れて︑純粋にアカデミックな

ていこうということばかりで︑本当に筋を通した議論をしない︒そ

は結局パワー・ポリティックスですよ︒自分の国の利益に引っ張っ

国は仲良く手をつないでなんていってみたって︑集まってきた人間

トさんが国連の事務総長を長年やってみて︑世界の平和だとか︑各

西田

伊藤

国連大学はウ・タントさんが言い出したわけです︒ウ・タン

それは全部お話ししていただけなければ︒

いうようなことを聞いたことがあるのです︒本当かどうか知りませ

いての基礎訓練をしなかったら︑あとでやろうとしても手遅れだと

が︑その当時に私は︑音感教育なんていうのはある時期にそれにつ

いって勉強するのはいやだとサボる理由になるわけですね︒ところ

教育︒本人のしたいときに勉強すればいいのだったら︑いま学校へ

ためにどういう教育装置を社会につくったらいいかというのが生涯

全体的なシステムについて研究して︑そのシステムを本当に動かす

方をしたら一番いい学習ができるか︒どの時期に何が必要かという

ぬまでの間に︑どの時期に︑どういう条件のときに︑どういうやり

最終的には︑私らが中教審でやりかけたのは︑人間が生まれて死

らいいのかと学問的にやれる場をつくりたい︒これがおそらくウ・

んけれども︒だから︑人間の生涯のなかでどの時期にいかなる意味

それも私なりの一つの夢がある︒

タントさんの基本的な最初の思想だと思うのです︒私もそういう立

の学習が必要であり︑もっとも効率的に行なえるかということをま

うのが生涯教育の思想です︒今はそうでなくなつちゃったでしょう︒

場からやれるようにしたいという気持ちがありまして︑大蔵省から
天城さんのレポートにありますように︑その後はかなりこと志と違っ

勉強したい人はカルチャ；センターへいって何でも聞きなさいと︒

ず研究して︑それにふさわしい社会的な教育システムをつくるとい

ていま国連大学は宙に浮いていますけれども馬本当はもっと本格的

スーパーマ⁝ケットへ入って欲しいものを取ってくるのと同じ︒そ

一億ドルの開設基金を引っ張り出して日本に持ってきたわけです︒

なものをやりたいと思ったのです︒国連大学と放送大学と︑それか

の点では︑私はいまだに生涯教育の問題は残念ですね︒

先ほどから先生のお話を伺っていると︑文盲の問題というの

らもう一つは何だっけかな︒

伊藤

は先生はあんまり関心ないみたいですね︒

もう一つ私の大問題で︑中教審のときにやりかけて︑手をつけて
未完成のまま放りっぱなしだったのが︑今いわれている﹁生涯教育﹂

西田

ない︒

という問題︒あれが今︑生涯学習局とか何とかいって︑もともとの
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西田

あそこで掃除をするときに床を拭いたら︑﹁あなたはそれを

伊藤

やつちゃいけません︒それは○○にやらせるんだ﹂ということをす

ねえ︒だけど僕は︑日本が近代スタートしたときに三〇パ⁝

セントの識字率があったわけですよね︒三〇パーセントまでいくと

ぐいうのでしょう︒だから︑カーストを打破するために義務教育を

ら俺の生活がよくなるんだという一つのインセンティブを与えなけ

いうのは︑これは大変なことですよね︒それがどうして可能になっ

西田

ればだめです︒だから︑明治政府がやった革新はやはり凄いことで

やるなんていうのは︑ネールが出てきても︑ガンジーが出てきても

らしめたのは徳川の幕藩政治で︑その当時に町人の力が出てきて︑

すよね︒侍から金無刀を取り上げたのですから︒よくいわれますが︑

たのかということを考えないと︑今の開発途上国の教育がある程度

士農工商の侍よりも町人のほうが金の力を持ってきた︒経済を動か

侍の刀を取り上げるのは大変なんですよ︒大久保利通がやったので

実現できないですね︒その牢固たるものは︑それをやったら明日か

していくためのテクノロジーとして︑読み・書き・そろばんが必要

しょう？

のところにテイクオフすることができない︒

だったということはありますね︒待のほうはあのときはお役人みた

伊藤

た︒そういう全体の体制が︑教育という問題を否でも応でも侍も町

的に努力するように仕向けたというのが徳川幕府の政策としてあっ

やったわけですね︒そういうことをある閉鎖的な社会のなかで自立

し︑能力を伸ばすこともやらなければいけなかった︒だから教育も

んから︑殿様も搾取はしたかも知れんけれども︑あらゆる産業を興

基礎であった︒泣いても笑ってもこのなかで生きていかなきやなら

大の功績は︑ライシャワーさんがいわれたように︑B本の近代化の

伊藤

がなければだめだろうね︒

とられちゃうという危機感があった︒だから︑その外からの危機感

西田

伊藤

と︒

西田

ぼやぼやしていたらアヘン戦争みたいになつちゃう︑日本が

そうです︒それは非常に大きいです︒

ことですよ︒

しかし︑むざむざとつぶされたんですよ︵笑︶︒やっぱり︑

人もやるように仕向けたのではないですか︒やればやったメリット

ラシーの問題ですから︒

それが幕藩時代に行なわれていたわけですね︒あれを可能な

いなもので︑各藩という一つの閉鎖的な社会のなかで︑どうやって

このままではやっていけないという︑その状況認識があったという

それから︑藩をつぶしたというのも凄いことですね︒

つぶれないでやっていくかということに必死だった︒幕藩政治の最

があったということですね︒メリットが出るような社会組織があっ

西田

伊藤

伊藤

それで一番暴れた西郷︹隆盛︺さんが最後に腹を切って死ん

まあ︑そうですよね︒支配者が交代していますからね︒

あったそうですが︑凄い変革ですよね︒

B本の幕末と明治維新というのは革命かどうかという議論が

その危機感というのは情報の力ですよね︒情報はやはりリテ

幕府の体制が崩壊した︒もう一つは︑外圧があったというこ

た︒

をいくらいってもだめという感じですか︒

西田

だけど︑逆にいうと︑そういう条件のないところは文盲退治

西田

だのですからね︒

インドのカーストが牢固としていまだに動かんでしょう︒義

務教育をやってあれをつぶすということをやろうといったら︑それ

伊藤
まあ︑それはそうですね︒同席しないわけですからね︒

的な感じですかね︒

だけどそれではやっぱり︑開発途上国というのはかなり絶望
は大変ですよね︒

悌藤
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しょう︒

伊藤

途上国にやることは膨大ですからね︒

うか︑近代学校制度ができていきまずけれども︑大抵の国は初等教

ね︒日本の場合は高等教育と初等教育と両方から近代化が進むとい

金を使っていないですよね︒初等教育に金を投下していないですよ

るところを動き回っているでしょう︒地域に定着していないから義

住み着いていないのですよね︒羊を追いかけたりして草の生えてい

あそこにいったときに感じましたが︑とにかく住民が同じところに

西田

だけど︑僕が開発途上国に関して不思議な感じがするのは︑

これだけ初等教育の問題が出ているのにもかかわらず︑いまだに日

育のところにお金がいかないで︑高等教育のところだけにいく︒目

務教育なんてやりようがないんです︒ああいう人たちにリテラシー

まあ︑そうですね︒で︑効果というものがすぐに見えないで

本の経済援助で学校をつくったりするじゃないですか︒だから結局

先のものというのか︑そんな感じを僕は持っていますけれども︑ど

ということをいって義務教育をしつけるのはどうしたらいいか︒あ

すぐ見えない︒しかもイランやイラクの中近東にいきますと︑

うでしょうか︒

西田

伊藤

国防長官をやって︑それから世界銀行総裁︒あの人が世界銀

はい︑国防長官︒

けれども計算だけできる︒羊の売り買いをするときに︑生活の必要

のなかで私が聞いておもしろいと思ったのは︑読み書きはできない

つのインセンティブを与える方法があるのではないか︒あの遊牧民

る段階では︑放送でやったらいいだろうというのですよね︒放送を

行の総裁になったときに︑﹁西田さん︑マクナマラさんが開発途上

に結びついていればやれるのですね︒親から子どもにずっと︒しか

それで思い出したのは︑だいぶあとで私がユネスコに移って

国の援助についてあなたの意見を聞きたいといっている﹂といって︑

し︑文字なんか覚えても何も役に立たんというのです︒これはやは

西田

ホテルオークラへ呼ばれました︒マクナマラさんの部屋へいって︑

り根本問題で︑そういう世界的な課題を一体どうやったらいいのか

聞かせるラジオをどうするんだ︒ラジオを動かす電気はどうするの

スイートの立派な部屋でしたが︑日本は開発途上国に対する援助を

学問的に国連大学で研究していってほしいと思うのですけれども︑

宣房審議窟をやめた頃︒アメリカ大使館からマクナマラという人を

やっているのだけれども︑私は文部省がやっている教育投資という

やる人がいませんね︒

だというと︑何もかもないない尽くしですよね︒だから︑彼らに一

のは︑一遍人間に投資したら︑それは人間のなかに生きて働いて︑

伊藤

紹介された︒

それが次から次へと広がって︑一〇人に教えたらその一〇人の人が

ね︒

番大事だと思いますといったら︑その翌年から世界銀行が教育に金

無限に拡大するので︑ぜひ世界銀行も教育投資をやることが私は一

会社で資本になってそこで消耗してしまえばなくなる︒教育投資は

いいものはない︒経済援助である会社に一所懸命投資しても︑その

るということをいっているわけでしょう︒これからも世界平和にとっ

うところへ結びついていく︒ユネスコは︑戦争は人の心の中に始ま

りまわって人間のねたみとか憎しみとかになって︑それが戦争とい

こともあるのですけれども︑どこから手をつけて良いか︒それが回

西田

それはおもしろい問題がいっぱいあると思うのですけれども

今度は一〇〇人に自己増殖していくものだ︒教育投資ぐらい効率の

を出すようになったのです︒開発途上国にね︒どぶに金を捨てるよ

て︑最後は憎しみというものが湧いてくる根源があったら︑戦争は

貧乏とそういうもののシステムを一所懸命絵を描いて考えた

うなものだと銀行はなかなか金を出さなかったのですね︒特に開発

185

2002年12月16日
≡ヨ鼠毎

2002年12月16日
O 凹
＾罵

永久に絶えない︒なんぼ原爆禁正してみたって︑戦争になれば誰で
も使いますよね︒日本だって︑もし日本が原爆を持っていたら使っ
伊藤

だから︑殺し合いをすることをやる気になったら︑武器をい

まあ︑それはそうですね︒

たでしょう︒

西田
くら押さえてみたってどうしょうもない︒そこでやっぱりユネスコ

のように︑﹁戦争は人の心の中に始まる︒だから人の心の中に平和
の砦を築かなければいけないし︒これは非常に厳粛な言葉で︑難し
難しい︒いうべくして︑なかなか実行が難しい︒

いことですね︒

伊藤
﹁我々は平和のために断固戦う﹂なんていうのだから︒

もう心の中で始まっている︒全学連がいつもそういうことを

︵笑︶︒

西田
伊藤

西田

いうから冷やかしているんです︒もう戦争は始まっているじゃない
かと︒きょうはこんなところで︒
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於：政策研究院政策研究プロジェクトセンター

〔インタビュア

伊藤

・・m〕（肩書きはインタビューの時点）

隆（政策研究大学院大学教授）

小池聖…v・ua（広島大学助教授）

所澤

潤（群馬大学教授）

村上浩昭（東京都立大学助手）

きようで七回目のお話になりますが︑きょうは一番の山です

圃儲蓄専科﹁期待される人間像﹄について
伊藤
ね︒

だのですが︑今になると大体三〇年昔の話ですね︒今の感想として

いろいろなことはありまずけれども︑全体の方針については︑それ

に近い年代で中教審について自分で書いたものとか︑それに関連し

てどこかで使った資料が私がためているドキュメントの中から中教

審関係のものを拾い出したら︑五︑六点出てきました︒それは生の

形で皆様方に差し上げて︑それに即しながら申しあげたほうが︑で

きるだけ当時の事実ということでいいのではないかと︒一人ひとり︑

質問書をいただきまして︑私が関与した三つの諮問について

西田

A︹﹁高等教育政策に関する中教審四六答申の特質︵要約ご︺︑B

その傾向と展望︵メモ︶﹂︺︑C︹﹁中教審

N諮問事項に関する政策形成活動の要点ヒ︑D︹﹁教育改革を実

坙{の高等教育政策

いろいろということをいっておられますので︑一番目の二十回答申
は簡単なことで最初に申しあげます︒二回目の第二十一回というの
は時間的にはその次になっていますが︑実際はあとの四六答申とま

施する上の問題点と戦略ヒとドキュメントの順番をつけています︒

これは大学紛争のあれでしょう︒

教審四六答申の特質︵要約︶﹂︺は私が五月に就任して︑十月には答

とめましょう︒

伊藤

紛争のやつです︒諮問の手順としては︑あとの答申でやって

最初は初中関係のやつですね︒これ︹﹁高等教育政策に関する中

西田

とになったときには︑審議の中身は実際上は全部済んであったわけ

申が出ているわけです︒実際にそこへ官房審議官として関与するこ

きょうは四六答申を中心にお話しいただくとありがたいので

いるシ⁝ズンの中に割り込みましたので︒

伊藤

れは我々としては大変貴重な発見だと思っていることを個別的に申

特に前期の二年間では過去の実績︑そのときのいろいろ︑今でもあ

うところで必ずしも注目されていないところがたくさんあります︒

ます︒その次に︑答申全体は膨大なものですから︑私が大事だと思

の審議経過︑スタートから全体の流れというものの概略を申しあげ

なものですから︑私の案としましては︑最初に四六答申というもの

西田

がやられた︒それを︑﹁君︑あんなものを答申としてまともに出し

れる人間像﹂がスタートした︒それが大体まとまって高坂正顕さん

わるべき倫理綱領のようなものをつくりたいということで﹁期待さ

大変景気のいい内藤︹誉三郎︺さんが次官のときに︑教育勅語にか

最後に私が関与した頃には︑次官が福田︹繁︺さんです︒これは︑

ら︑答申そのものの審議経過とか何かは︑私はまったく知りません︒

的に答申の形にまとめあげるという段階だったと思います︒ですか

題として﹁期待される人間像﹂というのが出てきた︒これらを最終

です︒あと最終的なまとめ︒そこへ付け足しとして︑特に大事な問

しあげて︑答申そのものに対する最終的な全体の評価を最後にまた

て教育勅語のかわりだというような形で受け取られたら大変なこと

すが︒

やらせていただくことにします︒

になる︒日教組やその他の批判がひどくなるから︑これが表向きに

四六答申というのは︑ご承知のようにそれ自体が非常に膨大

伊藤

ならんようにしてくれ﹂と次官からいわれたのが︑私がこれについ

これが実施のレベルでどうなったかというのも︑ちょっとお
話し頂いてよろしいですか︒

ええ︒結局︑私としましてもこれはずいぶん長らく突っ込ん

て受けた指示の根本なのです︒だから︑それを何とか答申の本文で

2003年1月21日

西田
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めたような議論はありませんでした︒私が高坂さんとお話しをして︑

あ︑そういうことになったのか﹂という形で︑﹁おかしいじゃない

はなくて付属資料という格好でまとめるようにもっていく︑その根
の事情は分かるけれども︑これだけ苦労したのに﹂といって︑先生

か﹂ということをいわれた覚えはありません︒

大体こういうまとめ方ということで議案を出してしまったら︑﹁あ

は非常に慨嘆しておられました︒結周︑その声言しの結果︑答申の

村上

回しですね︒高坂先生ともずいぶんお話し合いをしまして︑﹁役所

付属資料という格好で奴めたというところだけが︑私が実際上関与

かで参加していらっしゃったと思うのですけれども︒

西田

伊藤

な話がありましたので︑それが日の日︻を見るようになったらえらい

越の情勢を

あの当時︑一般的にも教育勅語のかわりというよう

なって︑今度は福田さんになった︒そのへんからやはり︑全体の山

になったのですね︒

伊藤

内藤さん自体は︑これはそういう意味でやっていこうという︒

ことになりそうだという雰囲気がだんだん出てきたのだと思います︒

西田

内藤さんはある意味の国粋主義みたいで︑大変威勢のいい人

いましたけれども︑その後はあんまりそういう人を役所の中から採

のときも︑ずいぶん古い次官で河原︹春作︺さんなんていらっしゃ

所の立場を発言させる︒そういうことはやっておったようです︒私

人をレギュラーメンバーの中に入れて︑ときどきその人を通じて役

中教審にはいつも︑役所が操縦しやすいように次官経験者みたいな

のOBを引っ張り出してくることはあまりないのですよね︒ただ︑

人はそんなものを買って出たのですかね︒普通︑役所のほうが役所

西国

村上

西田

ああ︑そうですが︒それは私の記憶にはありませんね︒あの

はい︒

もう事務次官をやめたあとですか︒

内藤さんご本人もこの特別委員会の専門委員だか特別委員だ

した記憶にあります︒

で︑ご承知のように︑義務教育国庫負担法をあの人がつくったので

用した覚えがありません︒

これはやはり︑次官がかわらなければ︑それが答申そのもの

すね︒非常に推進力のある人ですから︑教育勅語のかわりといわれ

翻藤

やはり役所というのはそういうものですかね︒

に高坂先生に次官のところへ来て頂いて︑とくと役所の立場を話し

西田

それをやっていて︑事務今宮が内藤さんから小林行雄さんに

てもやるべきだと思っていたのでしょう︒もう代がかわっちゃった

ということですか︒

中教審会長の森戸さんはどうでしたか︒

てご了承願ったということです︒あとの話になりますが︑高坂先生

それは大ごとにならないで比較的スムーズにいってしまった

し︒

森戸さんがずっと会長でしたかな︒

にはもう一つそのあとの第二番目に出ています﹁当面する大学問題﹂

ええ︒その根召しのほうでだいぶあれでしたが⁝⁝︑最終的

会長だったと思いますし︑また︑そうではなくても委員には

ええ︑もちろん︒

を私自身が四十二隼の正月に思いついて︑最後にそれを答申に入れ

も︑どうしても大学が暴れて収まらなかったら引導を渡すという案

のときも最終案のまとめは高坂さんがやっておられます︒そのとき

西田

各委員の方々はどうだったのですか︒やはり中に入れようと

に大学に死刑を宣告するようなものでしょう︒そういう道を開くと

小池

それを答申の本文から外す方向については︑内部であまりも

たわけです︒それについては︑高坂先生は大学人ですから︑最終的
西田

していたのですか︒それとも︑文部省の意向をくんで外に出そうと︒

入っていた︒

小西小伊
池田池藤
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も次官のところで話しをして︑仕方がないかということになりまし

いうことについては︑やはり非常に抵抗されました︒しかし︑これ

がってきたのは︑後期中等教育も済んでしまったから︑この次に中

ところ︒私が四十二年差入ってから早い時期にこの諮問が浮かび上

西田

そうしたら︑このAの一番最初の﹁答申作成経過の特色﹂の

た︒高坂先生には大変申し訳ないことをしました︒

教審は何をやるかということで︑いろいろテーマを物色しておった

まあ︑それがなかったら︑この第二十一回答申というのはあ

学制公布からちょうど一〇〇年目が四十七年になるわけです︒その

伊藤
西田

二年前だったわけです︒文部省はそろそろ学制公布百年記念という

わけです︒そのときにここでいわれたのが︑明治百年︒一九七二年︒

ますね︒あれは時限立法みたいにして廃止するはずだったのですが︑

いろいろな行事をやらなきゃいかん︒だから︑先輩がつくった学校

まり意味がなくなってしまうわけですからね︒

あの答申が出てすぐ立法措置をやって︑法律が通って二ヵ月たった

制度が一応一〇〇年間を迎えるので︑この際一遍全体的に見直すと

これはいまだに大学運営の臨時措置法として法律が残ってい

ら日本じゅうの紛争が全部なくなったのですね︒一度も執行しない

目ですね︒そうすると︑戦後の学制改革も二〇年たった︒明治百年

いうことも必要だろうという漠然たる雰囲気と︑昭和二十三年に大

あれは臨時措置法ではなかったのですか︒

と︑その二〇年とで︑ちょうど一遍見直すべき時期が来ているので

で法律の効果はあった︒だから︑もう廃止してしかるべきなのです
伊藤
臨時措置法︑大学運営の臨時措置法︒

はないかという理屈があったこと︒

体すべての学校教育を改正してやりましたから︑それのほぼ二〇年

西田

そうでしょう︒臨時とつくものは⁝⁝︒

けれども︑安全装置としておいておくという︒

伊藤

大体付則にその有効期限が書いてあります︒だけど︑法律と

してはいまだに残っているんじゃないですか︒廃止されていなかっ

の問題が文部省へ突きつけられておった︒幼稚園は普及しかけたと

資料に出てまいりますが︑幼稚園から大学まで非常にいろいろな形

それと︑このときの諮問をするときの背景として︑これはあとの

西田

たと思いますが⁝⁝︒︹平成十一年十二月︑法律一六〇号︑廃止︺

きですから︑幼稚園と厚生省の保育所との関係が︑お互いにけんか

しあったり︑幼稚園のほうは学校教育だから卒業したら資格がつく

たいという人が殺到して︑しかしその地域地域に幼稚園が足らない

けれども︑保育所というのは保母さんに世話してもらっただけで学

西田

ものだから︑幼稚園を義務化しろなんていうような極端な意見がず

圏﹁賜治要卑﹄と文教政策の見直し

に四六答申の審議経過というのがどんなものだったかという表がつ

いぶんありました︒片や︑厚生省が都道府県や市町村に保育所をつ

伊藤

ンからキリまである︒それともう一つは︑幼稚園へできるだけ入れ

程度教育基準としてやっているけれども︑保育所のほうは中身がピ

くるときには︑厚生省の基準によって︑いいものについては補助金

その前に︑この四六答申はどこからどういう発想でこういう

伊藤

を出したりしている︒ですから︑都道府県としては厚生省の言いな

最初に全体の概要みたいなことを︒いま差し上げたBの資料

申なのですが︒

校としての資格がない︒幼児に対する指導の仕方も︑幼稚園はある

いています︒

そうですが︑それはちょっと調べてみます︒それで︑四六答

2003年1月21日

諮問が鐵てくるのかということを⁝⁝︒
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日

にちぐはぐだ︒学校としての資格も違う︒しかし︑親はとにかく何

ある審議会を全然眠らせてしまうと︑もう廃止したらどうかなんて

いてもらえば︑中教審が動くからだいじょうぶだと︒役所としては︑

れで︑まあ︑明治百年記念だからゆっくりやってくれと︒そんなに

とか幼稚園に入れたい︒幼稚園に入れたいという要求と︑片や︑幼

大蔵から言われますので︑開店休業にならないようにしろというよ

りにやると補助金をもらえて保育所がつくれる︒幼稚園にはそんな

稚園というのは朝出ていったら︑お昼ご飯を食べたらもう帰ってく

うな魂胆もあって︑非常に大きな問題をゆっくりやってもらうとい

急いでやらんでいい︒のんびりやって︑審議会を二︑三年抱えてお

る︒だんだん働く人が多くなって︑子どもをできれば夜まで預かっ

う︒

補助金はありませんから︑つくるにおいても幼稚園と保育所は非常

てほしいといいながら︑幼稚園ではそれをやってくれない︒そうい

伊藤

文部省の中で︑初中局は済んで︑大学自体の問題もその前に

こういう諮問をするというのは︑発議はどこがするわけです

う形で幼稚園と保育所に対する不満︑利害関係があって︑これをど

か︒

西田

う調整するかという問題が幼稚園にありました︒

もう一つは︑後期中等教育をやった頃には高校への進学率が増え

小池

伊藤

試験なしに入れて︑授業はただ︑こんなに気楽なことはない

全入時代を迎えて︒

高校全入という︒

伊藤

ええ︑官房審議官が決めたというよりも︑私のほうへ注文と

そこまで決まったものが先生のところに来たわけですか︒

大学まで全部だ︒

プランとして︑ひとつ中教審でのんびりやってくれと︒幼稚園から

です︒私が審議官として話を承ったときには︑そういう明治百年の

やって︑これは宙に浮いちゃったのですね︒初中も大学も済んだの

西田

西田

だからもうないだろうというから︑今度は包括的なもの︒こういう

ですから⁝⁝︑高校をどう位置づけるかという問題もございました︒

してそういうものが来るわけです︒

てきて︑高等学校も義務教育化したらという議論がずいぶんありま

片や︑大学のほうがかなり急速な経済発展の段階に来ていて︑いわ

そうですが︒

した︒日本では︑義務教育というのは無理やりにでも学校へ入れる

ゆる理工系増募︑文科系︑理科系の比率をどうするか︒しかも︑私

伊藤

四十二年の諮問のときの文部大臣が文部省出身の劔木︹亨弘︺

ものでやろうかというのは︑私は発端は知りませんね︒やはり文部

立学校が今までの文部省の強いコントロールを跳ね除けて自由につ

さんだつたということもやはり大きな影響があったのでしょうか︒

小池

そうかもしれませんね︒劔木さんが大臣でしたね︒

コンパルソリー・エデュケ⁝ションという感覚ではなくて︑義務に

くれるようにしてくれとか︑いろんなことがあったわけです︒高等

西顕

戦後改革があって︑それに対する再点検をしたいという意思

省の次官︑富房長︑そういった上層部で大体話が出て︑固まってき

教育についても︑量的︑質的な将来性をどうするかという問題があっ

小池

なったら授業料がただになるという思想しかない︒だから義務化し

た︒まさに幼稚園から大学までの全体の問題を統一的に一遍見直さ

が凄くあったのではないかと思うのですが⁝⁝︒

たところで大臣の意見を聞いて︑諮問をするという格好になるわけ

なければいかん︒こういう背景もあったわけです︒ですから︑この

ろと︒高等学校を義務化するかどうか︑それは大変だと︒

諮問自体がごらんのように大変包括的な︑﹁今後における学校教育

西田

劔木さんとしては︑戦後改革というものについてもう一遍反
の総合的な拡充整備の施策しという格好で大きくぶつけようと︒そ
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がかかって

洋たるスタートを切っても︑それはそれでいいじゃな

御してみたい︑見直してみたい︑いろいろ功罪があっただろうとい

いか︑この問題をやってくれというような切羽詰った感覚はなかっ

たわけです︒それを受けて︑私のほうとしてもゆっくりやりますと︒

うことを総括したいという気持ちはおありになったと思います︒

伊藤

観点としては︑この前申しあげたOECDなどのことを考えて︑こ

そういう課題が審議官である先生のところへ来たときに︑ど

ういう形で諮問するかということをつくるのは先生のところですか︒

ういう三つのポイント︒明治百年記念だから︑過去の一〇〇年間の

そういうことになったら︑まず諮問のテーマとして﹁学校教

西田

教育発展を全部見直してみて︑どこに問題があるかというところが

は︑は一ん︒

育の総合的拡充﹂と表題を決めて︑普通億︑文部省が諮問するとき

伊藤

中教審が遊ばないでゆっくりやっていてくれということです︒

らスタートしたいという言い方をしまして︑次官も上層部の人も皆

審議会というのは大体そうなのでしょう︒

西田

には検討課題というものを決めて︑これとこれとを検討してくれと︒

伊藤

ペーパーがあって︑事務局としてはもう答えを用意している

ということは︑委員会の規模も最初はそんなに大きなものと

さん賛成してくれたのです︒﹁じゃあ西田君︑ゆっくりやってくれ篇

西田

所澤

これは︑そういう格好をしていますが︑実は文部省が既に答えを持っ

ようなやつを検討課題として渡す︒しかし私のところは︑幼稚園か

いうふうには考えていなかったということですか︒

ということだったのです︒ここからそんなに大げさな答申が出てく

ら大学までの検討課題を全部挙げたら大変なことですし︑そういう

西田

ています︒その答えを審議会が権威付けてくれというようなやり方

ことをやるよりも︑ゆっくりやってくれということから考えると︑

会をつくってこうやりますというスケジュールは全部私のほうが考

ることを期待はしていない︒

ひとつ本格的にどういう問題があるかというところがら見直すこと

えて︑上のほうの了承を得てやるわけです︒だから︑審議の進め方

が普通なのですね︒

をやってみようかという形で︑検討の課題というものを出さなかっ

は官房審議官が案として持っていって次官の了承を得てやるという

形で︑上のほうから審議会の動かし方まで指図はありません︒

検討の観点でスタートして動き出すときには︑こういう委員

たわけです︒検討の観点という︒
伊藤

小池

普通︑そういう審議会に諮問するときは︑それが包括的であっ

ても︑各部局からいろいろ意見を出させて︑それをまとめてやるわ

の中教審の委員は先生が当てはめられるのですか︒

審議会のメンバーを選抜されたり︑例えば第八期とか第九期

けですよね︒

いや︑正委員は諮問にかかわらずレギュラ⁝メンバーとして

西田

省で決め付けるわけですね︒とんでもないことが飛び出たら

西田

ある︒今度は︑諮問した事項に応じていろいろな専門委員という形

うに教育問題なのですが︑いろいろな分野からバランスをとって︑

網羅している︒言論界からも入れる︑ジャーナリストも入れる︒そ
皆さんは︑中教審をこれから遊ばさないで何かゆっくりやっ

西田

ういうレギュラ⁝の枠はあるわけです︒欠員であれをかえたほうが

そうですね︒だから︑先生がこの前おっしゃったような﹁検

困るから︑これとこれだけを頂いているのだから︑あとはあんまり
俘藤

経済界から画名︑教育界から幾ら︑それも初中から大学からみんな

を追加していく︒だから︑正委員は大体決まっていて︑ご承知のよ

討の観点﹂というやり方は︑省内ではどうだったのですか︒

余計なことをいわんでもらう︑とやるわけですね︒

2003年1月21日

てもらおうというくらいのことで了承していますから︑それで時間
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凹

は文部省の次官あたりのトップのほうが考えられるわけです︒政治

いいかとか何とかいうのは︑そのへんのレギュラーメンバーの人事

すね︒というような格好ですから︑結局レギュラーメンバーとして

へ入ったら物がいえなくなると︑大体進歩的文化人が嫌がったので

は︑あの頃は東京工業大学にいた永井道雄ね︒あとで大臣になった

引っ張り出そうと思って︑上の了承を得て⁝⁝︑一番最初に私ども

いわれた︒我々も癩に障るものですから何とか若手の鈴鐸たる人を

りになるような人ばかりを集めてきてやっているから御用機関だと

たらやめた人がいます︒しかも︑あれはロートルの文部省の言いな

た頃に言論界その他から轟々たる批判が出て︑再任してくれといっ

るわけです︒四六答申の諮問をしている途中でも︑中間報告を出し

と︑あそこは反動文教政策の⁝⁝と見られるから嫌だという人とあ

中教審の委員をやっているということを非常に名誉に考えられる方

それでもなおかつ︑あとで串しあげようと思ったのですけれども︑

門委員会がおわったらそれでさようならという格好が多いわけです︒

出すわけです︒それを了承を得てお願いする︒専門委員は一つの専

これは中身によって︑私どもがこうしたい︑ああしたいという人を

小池

西田

所澤

その三つの段階は選んでいるわけです︒だから︑中学校を俺

名前が分かつちゃいますね︵笑︶︒

主として︑小学校代表︑中学校代表︑高等学校代表︒

先生が教育界といわれるときはどのへんのことですか︒

いたか読んだようなことばかりしかいいません︒

か背景があるのですよね︒利害関係団体︒それで︑どこかの本で書

つまらない議論をするのが教育界から出た人です︒自分の後ろに何

キッとくるような話をされました︒そういっては悪いですが︑

はないですかな﹂とそういった方がボソッとした話というのは︑ド

人で分かりませんが︑私の経験では人間というのはこういうもので

スですから︑教育問題の議論をしていても︑﹁私は教育のことは素

る人です︒これは経済団体から推薦されますが︑やはりトップクラ

の人ですから︑実に立派な方でした︒一番感心したのは財界から来

世間で見ているような目とは違って︑それぞれの方が各分野の達識

しかし︑私どもが実際に正委員の方々と四年間お付き合いして︑

残る人は︑悪くいえば古色蒼然たる人になるわけです︒どちらに転

でしょう︒あれは京都時代にコーヒーを飲ませたことがあるものだ

西田

的な色合いも考えながら︒だから︑私どもは人事にはあまり関与い

からね︒永井道雄を口説きにいったら︑﹁三日ほど考えさせてくれ﹂

が代表しているんだというような人が来ているわけですね︒まあ︑

んでもあんまり角が立たないような人︒

といって︑﹁俺は外から懲援をするから﹂と断られた︒私はそのと

形でいえば中学校長会長とか︑そんな人︒そういった人はとにかく

たしません︒むしろ専門委員会をつくったときの専門委員ですね︒

きに︑﹁中教審の委員になんかなったら岩波から原稿を頼みに来な

いつも後ろを見て物をいっていますから︑いっていることは感心す

審議会と先生との関係はどういうことになるわけですか︒

一番

くなるからだろう脇といって冷やかしてやりました︒その次には江

ることはちっともありません︒

伊藤

躍審議会と企画会議

藤淳さんね︒あの人のうちまで訪ねていきました︒この人は非常に
懇切丁寧に話を聞いてくださったが︑﹁私はどうもそういう任では
ない﹂といって丁重に断られました︒三番目が︑劇作家の山崎正和
さんという人︒これもハイカラな評論家でね︒これが東京へ拙てき
たというから︑東京駅へいって寝台車の中まで入っていって私は頼
んだのですが︑﹁勘弁してくれ﹂というわけです︒文部省の枠の中
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を私どもが立てて︑最初に委員会を開いて︑委員会のなかで委員長

が決まったら︑何回何ヨに何委員会を開きますというスケジュール

西田

西田

四つという形で決められていくわけですか︒

ね︒この委員会のつくり方というのは︑これは先生が分野に分けて

小池

八期︑九期に︑二十一特別委員会とかと委員会をつくります

を決めるわけです︒そうしたら︑あとはその委員長と相談して︑

中でどういうことをどういう順番で議論するか︒例えば︑二十一特

伊藤

ええ︑官房審議官が事務局全体を代表するわけです︒中教審

審議会の事務局を担当するということになるわけですか︒

もらってやる︒そういう審議すべき事柄を決めてなければ専門委員

も内部で物凄く議論するわけです︒それを委員会へ出して了承して

関係といいますと︑私は官房審議窟でお膳立てして︑委員会

﹁先生の日程からいって何日に開いてよろしゅうございますか﹂と

別委員会の審議事項というものをどう立てるかということは︑私ど

西田

会は動けないわけです︒

委員会の専門事項で検討すべき課題が決まっていると︒その

いう形で︑一︑二ヵ月先まで日程を決めるわけです︒

の実務は︑企画室というのが直接︑内容的にタッチするのが調査課︑

ありますね︒この表で特に注目いただきたいのは︑

Bのこまごまとした長い表︹図版﹁中教審の審議過程し参照︺が

というのは実務的な事務局長になるわけです︒私は三課を代表して

年から四十三年というので︑七月号ら六月末の一年闘がありますね︒

統計課︑この三つを私が総括しているわけです︒企画室の企画室長
委員長と相談し︑皆さん方にいうべきことはいい︑審議の中にも入っ

この一番左に︑二十一︑二十二︑二十三と書いてあります︒四十二

一番上に四十二

ていくという格好でやっているわけです︒

年七月にこの専門委員会が三つスタートしたわけです︒最初は諮問

というのは︑企画室を中心として三課のヘッドを集めて内部の検討

審議の中にも入っていかれるわけですか︒

委員というわけではなくて︒

事項をやった回数です︒凄いでしょう︒この資料をまとめたのは昭

伊藤

伊藤

委員ではありません︒だけど︑そのお膳立てをして︑そして

事項の説明をしたりしていますが︑十月頃から右側にx印がずらっ

西田

和五十一年で答申が出てから五年くらいたっていますけれども︑こ

ええ︑審議の途中だって官房審議官は自由に発言させて頂い

運営で︑﹁ここは先生︑もっとこちらのほうが問題ではないでしょ

れをまとめるのに私の手帳だけでは間に合わないので︑企画室に審

西田

うか﹂というようなことをいったり︑﹁そこまでの議論は次回にま

議会を運営した全体の日記みたいなものがあるわけです︒それを借

と入っているでしょう︒﹁企画﹂と書いてありますね︒この﹁×﹂

とめてきます﹂と︑その次に前回の議論をまとめてドラフトで出す

りまして︑何声言ヨにどんな会議をしたというのを全部書いてある︑

ています︒

わけです︒それを読んで︑﹁ここはこんなことをいわなかった﹂と

×印は内部の企画会議です︒この企画会議というのは三課のヘッド

それから拾ったわけです︒﹁⑧﹂は総会を開いたときです︒﹁鯵﹂が

してもらって︑よければだんだんそれが積み重なっていく︒それが

を集めて担当者を決めてやるものですから︑審議官室で一日じゅう

か︑﹁ここは直したほうがいいしとか批評をして︑答申の文章にな

たまっていけば︑大体何ヵ月かたてば答申の文章を書けるわけです︒

大議論するわけです︒これは︑﹁西田学校だ﹂と皆にはよくいわれ

専門委員会︒それらの合同会議をやったり︑小委員会を開いたり︑

そういうふうに︑毎回議論したことを文章にまとめて次回に鐵して︑

ました︒このときに関与していた連中は非常に懐かしがってくれて

るものの草案を書くのはもっぱら審議官でした︒次回にそれを認定

それを積み上げていくという形です︒
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回

が全部答申の後ろに載っているドキュメントになっているわけです︒

というふうに︑各課に仕事を割り当てるわけです︒その出てきたの

てこういう整理をしたものをいつまでに統計課が責任を持って出せ

入試問題をやるのだったら︑こういうデータをコンピュ⁝タに入れ

このときから本当に動き出したわけです︒その企画会議で︑今度の

ンピュ⁝夕始動﹂とありますね︒その前から準備はしていましたが︑

ていますね︒あとはプツンと︒

伊藤

で宿題を出すわけです︒

つだから︑そのときまでにこの資料と同じものを用意しろという形

寄せ集めて︑そこで七︑八人の連中が議論して︑この次の会議はい

西田

村上

ます︒

そうですね︒官房審議官室というのがあって︑そこにみんな

この企画会議という方式は︑先生が案出された形なのですか︒

フも︑補佐とか何とかみんなその道のべテランばかりでしたから︑

だから︑この企画会議というものが実は一番実質的に審議会にかけ

西田

います︒だから︑二十一特別委員会に何を議論させるか︒そのため

る前の問題の整理と︑それの進め方を決めて︑それを委員会で議論

ほかの部局へ相談にいかなければ困るほどのことはなかったと思い

してもらって︑さらに専門的な立場からいろいろ付け加えてもらう︒

上はごらんのように三つの特別委員会は翌年の二月から﹁鯵﹂が動

にはどういう資料を用意したらいいか︒四十三年一月の中頃に﹁コ

毎回議論がすめば紙に書いて︑次の國に出して︑一歩一歩進めてい

き出していますね︒A︑B︑Cと書いてありますが︑このA︑B︑

揮藤

けです︒Aのテーマ︑これはこちらを見ていただくと出てきまずけ

Cというのは︑二十一特溺委員会の大きな審議事項が三つあったわ

それから後は︑そこまでに会議をしたものを準備して︑実際

これを見ていると︑×印は十二月のところでいっぺん区切れ

くという進め方です︒

校に関するものは初中局や何かに相談ということはするのですか︑

れども︑Aというのが例の外部効率︒文章では︑﹁国民の教育需要

そういうときには三課長の会議のプロセスで︑例えば小中学

しないのですか︒

と教育の機会﹂というテーマです︒ですから︑学校教育制度が︑は

効率へ入っていったのが六月からですね︒その最後の財政需要のほ

もちろん必要な事柄によって初中局のほうに構談にいったり

うは翌年になって四十三年の十月頃から︒

西田

の事務官ですが︑いま振り返って顔ぶれを見ても︑その後都道府県

まだDもありますね︒

たして国民がどんな希望を持っているか︒それに対してどれだけ機

の課長とかそういうところへ出ていけるくらいの︑文部省の中での

伊藤

あ︑四つあったかな︒最後のやつは﹁いろいろな諸条件と教

することはあったと思います︒担当の連中がどういうようにやって

ポッと出ではありません︒大体皆それぞれの部局を渡り歩いてかな

西田

会がうまく開かれているか︒それがAです︒Bは内部効率です︒

り経験を積んだ連中ですから︑それぞれ意見をまともにいうくらい

育の機会﹂︑教育の機会均等の問題をもう一回やっていますね︒そ

おったか細かい点は知りませんけれども︑自分らだけで判断つかな

の男でした︒企画室長というのは︑その後次官になった佐野︹文一

ちら側の各委員会の諮問事項を見ていただくと出てまいりますが︑

﹁人材需要と卒業者の⁝⁝﹂という名前になっています︒この内部

郎︺君︒佐野君の前の企画室長は文化庁の長官をやった犬丸︹直︺

A︑B︑C︑Dですね︒

いこともあります︒ただ︑企画室に来ている事務官というのは一般

さんですよ︒犬丸君とか佐野鷺とか︑かなり文部省の中で局長クラ

伊藤

各委員会に対する諮問事項というのは︑べつに文部大臣から
スから次窟までいったような人が企画室長でした︒その下のスタッ
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ということではない︒

に三ヵ月ずつの現職教育をやった︒そのときには大学の学生部の現

すね︒そして九月にそれぞれの委員会が動き出して︑そして︑企画

をして︑八月に検討事項とかそういったものをそこで決めておりま

効率︒これを見たら︑七月に諮問が出て各委員会にそれをお膳立て

の種類です︒それから︑二十二が内部効率をやって︑二十三が財政

部効率を全部やって︑このA︑B︑C︑Dというのは外部効率の中

れば分かる︒それを東京と京都と九州でやったものですから︑それ

ておりました︒だから︑東大の教育学部ならあの人たちに話しをす

わけです︒僕らもメンバーに入っていましたから友達付き合いをし

さんだとか︑そういった人にレギュラーメンバーで入ってもらった

は︑二君がまだあのときは助乎だったかな︒東さんだとか︑肥田野

トをその会議にメンバーとして呼んだわけです︒東大でやるときに

職者を各大学から集めることと︑各大学の中の教育関係のエキスパー

小委員会というのは︑委員会のなかで少数のメンバーで今後の検討

ぞれの教育学部と人的に密着しているわけです︒﹁おたくならこれ

ええ︒あ︑いま説明を間違えました︒二十一特別委員会は外

課題のことを相談して︑審議方針を十一月に決めて︑という格好に

に出てくるのは誰がいいだろうか﹂というような格好でやりました︒

西田

なっています︒そして︑実際に審議が始まったのは翌年の二月頃か

その内部効率︑外部効率と︑事柄によって必ずしも教育学部の中で

してやらなければならんという格好になると思います︒

では歯が立たないので︑むしろ役所自体が自分たちのデータを分析

なじまない人もありますから︒財政効率になると︑これは教育学部

ら︒こういう格好でレギュラーに動いていると思います︒

國各委員の選考

てさらにA︑B︑C︑Dとやって︑まず二年間で過去の分析をやる

それで四十二︑四十三年がずっと動いていって︑それが翌年になっ

飯澤

というのは大体スケジュールどおりに動いているでしょう︒それが

七月の時点で特別委員会のほうの委員も全部決まっていたの

ですか︒

四十四薙の四月頃からまとめに入って︑六月頃にそこまでの過去の

そう思います︒専門委員の人はときどき必要なときに追加し

西田

データの一応中聞報告をまとめたわけです︒その要点を右側に枠外

ごらんのように四十三年の十一月︑このときに﹁当面する大学問

方がそこに出ています︒

わった︒第一期の中間報告が出た︒総会があった︒そういうまとめ

やるわけです︒最初の二ヵ月間で第一段階の過去の傾向の分析がお

で︒第一段階がその段階で︑今度は第二段階に入ると今後の問題を

に書いています︒二十一にやったことはこれだと︒いっからいつま

たりということはありました︒議論すべき事柄によって︒だけど︑
一応再三委員会の形としては︑専門委員を追加して︑前の年の九月

この専門委員の名前を見ますと︑東洋先生とか︑一番ヶ瀬

頃に大体形は整っています︒

駈澤

︹康子︺先生とか︑潮木守一先生とか︑柿内賢信先生とか︑河野重
男先生とか︑いま相当名前を知られている方が出ているのですが︑
こういう方をどのようにして選ばれたわけですか︒目をつけたのは

題﹂︑紛争問題が一方で激化してきたものですから中教審へ別途諮

問が出たわけです︒四六答申の諮問でない︒質問事項でいわれた二

どういうところですか︒

西田

番目ですね︒あれはここで割り込んできたわけです︒これは一番上

東面なんかは︑私が学生課長のときにアメリカ人がやってき
て日本人の再研修をやりましたね︒それで︑東大︑京大︑九州大学
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ありまずけれども︑ずっとこれだけの猛烈な密度でやっているわけ

だから︑別途諮問のやつは四六答申とは別ですからカッコをつけて

申を出しちゃったわけです︒物凄いスピードを上げているでしょう︒

タートして︑ごらんのようにその翌年の四月中に四ヵ月くらいで答

二十四は別途諮問にあてたわけです︒そして︑これは十一月頃にス

の行に書いてあるでしょう︒二十四特別︒だから︑一︑二︑三で︑

ていますから︑これだけのお膳立てを立てて︑それをまた動かして

西田

伊藤

所澤

まあ︑そうですね︒

これが本業になるわけですね︒

んです︵笑︶︒でも︑このだぶっている人は大変ですね︒

伊藤

高坂先生なんかは二十一の主査をやっていて︑こちらでだぶっ

これは個々のエキスパートという格好になりますから︒

いくというのもなかなかスケジュールが大変ですからね︒だから︑

これ︑正委員がまったく同じだったら大変だろうなと思った

で す︒

これは委員は同じわけですね︒

だから︑四十四年の一月からの範囲が一番ひどいですね︒

伊藤

無任所というのはどういうのですか︒

二十三︑二十四のこのだぶったときのやつは︑特別委員会が三つと︑

そうでないのもあるのですか︒

伊藤

いや︑二十四だけ別途︒正委員でだぶっている人もあるかも

伊藤

ないのがあるのではないですか︒二十四の委員の名簿を見て

無任所というのは︑正委員にはなっているけれども︑個々の

西田

西田

西田

その上に臨時が飛び込んで︑四つの委員会が走ったわけでしょう︒

頂いて︒二十四は︑ここへ専門委員の人がずらっと入っていますね︒

特別委員会で決めないという人︒どこへ出ていてもかまわない︒特

しれませんけれども︒

このときも︑高等学校代表︑大学代表から道路公団まで入っている

定の特別委員会に専属しない︒

正委員のほうは少ないですね︒

とは特贋委員で入った人がずらっといます︒実際上は︑主査は高坂
先生になっています︒だぶっている人は若干ありますが︑ほとんど

伊藤

これは臨時委員と書いてありますね︒

らということもないでしょうけれど︵
も笑︶︒

たぶん︑育英会はあんまり仕事がないんだろうな︒
伊藤

だから育英会の仕事はほとんど残っていないんですよ︒だか

もう育英会長になっていました︒

まあ︑育英会の会長だからな︒

そうなんです︑出ているんですよね︒

じゃあ︑森戸先生は大変だなあ︒

森戸先生なんかは︒

えっ︑そうですが︒

会長や副会長はとにかく全部の委員会に出ておられました︒

会長や副会長は︒

ご本人がご希望ならどこへでも出ていいのです︒

小西伊小差西伊西伊西伊
池田藤池藤田藤田藤田藤
あ︑臨時委員︒専門委員というのはもう一つ下の枠ですね︒

専門委員を中心にしてやったわけです︒専門委員といってもべつに

どこへいってもいいわけですか Q

な︒それから学術会議︒これはレギュラーの二十一︑二十二︑二十
三には入っていない人ばかりですね︒金然委員は別ですね︒だから︑
伊藤

ええ︑高坂先生が一人入っているでしょう︒それから古賀

正委員のほうからも入っているのが⁝⁝︒

西田

格が低いわけではなくて︑このために特別委員をお願いした格好で

︹逸策︺先生と︑慶慮の高村象平さん︑国号の平塚︹益徳︺さんと︑

すから︒

新聞社の萬︹直次︺さんと︑こういつた方が四人くらい入って︑あ
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西田
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回

西田

中教審の資料はたくさんあるのですけれども︑育英会の資料

もう広島大学はやめておられたのですね︒

西照

というわけではないのでしょう︒

と︑霞ヶ関の教育会館の広いところでやりました︒壇上で委員が並

会場の都合があるから申し込みを受けたのですかな︒東京だ

小池

んで︑一般の人が自由に質問する︒ですけれども︑会議が大きすぎ

はほとんどないです︒

伊藤

て︑特定の質問者を決めておかないと質問が出てきませんからね︒

伊藤

西田

この頃よく問題になっていますね︒

老後を養っておられる︒

育英会もね︑退職金ももらえるし⁝⁝︒

たのですね︒前の三つの委員会が解散して︑そこが見つけた問題を︑

おわって︑四十四年から二十五︑二十六の特別委員会がスタートし

そうですよ︒林健太郎さんがあとで育英会の会長になったで

しょう︒暇だといっていた︒

西田

だから︑こういうときはちょうどいいんですね︒この専任み

十月頃には日教組も呼んで意見を聞きました︒

伊藤

初中関係︑大学関係と二つに分かれて︑どう解決するかという方策

西田

伊藤

ええ︒第二段階が四十四年の七月から四十五年の十月までずっ

これが第二段階ですね︒

とにして審議に入るという格好です︒

を考える審議に入ったわけです︒だから︑前期二ヵ年のデータをも

元へ戻ると︑四十四年のおしまいに前期二ヵ年間の見直しが大体

たいな感じじゃないですか︵笑︶︒

中間報告を一般の意見を聞くようにしょうと⁝⁝︒それが四十五年

西田

中間報告を四十五年のおしまいに出して︑その頃から︑出た

から始まっていきます︒このときに今までのまとめをもう一度見直

と続いております︒ここで初中教育の改革の基本方針というのが出

報告を新聞発表しまして︑それに対して世間の反応を伺ったわけで

すために︑四十四年の七月︑八月に箱根に合宿というのが書いてあ

これは箱根のどこに泊まったのですか︒

す︒四十四年から初中と大学とに分かれたこのへんの特別委員会の

りますね︒箱根の立派な旅館に泊まって︑ごらんのように三Bか四
伊藤

七月は小涌園︑八周期は宮ノ下の富士屋ホテルです︒

審議はかなり密度が高いですね︒前は一月に一遍ぐらいあった︒今

てきて︑その草案を四・す五年に公聴会にかける︒そのときには申間

妻田
ホテルを使ったのですか︒

日泊り込みでやっています︒

伊藤

度は一月に三回も四回もやっているでしょう︒今度はもう︑この頃

びりやってくれという話が︑そういうことではなくなってきた︒東

ええ︑役所の施設ではなくて︒立派な庭があるところです︒

大の安田講堂が焼かれたのはいつでしたかね︒二十四特別委員会を

西田

そこの会議室か何かでやるわけですか︒

開いたのはあれなんかがあったのがきっかけでしょうかね︒当時の

には少し急がれたわけです︒前の年に大学紛争の問題があって︑大

伊藤

ええ︑そこの会議室︒食事もそこでして︑わりあいにゆっく

安田講堂とか︑東大の入学試験がずれたことがあったでしょう︒

森戸先生なんかは奥さんを連れて来られました︒私どもは別の安い

西田

四十四年の一月だと思うのだけれども︒

学問題のことはもっと早く答えを出さないといけない︒当初ののん

り︒公聴会などは︑最後のところで四十五年の七︑八月頃に︑仙台︑

伊藤

二十四特甥委員会の諮問の頃ですね︒

ところへ泊まって︒

東京︑広島でというのが書いてありますね︒私もそこへいってパネ

西田

公聴会はどういう人が来るのですか︒一般的に誰でも自由に

ルディスカッションみたいに並べていてやっています︒

伊藤
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ます︒国公立の大学協会のヒアリングもやっています︒だから︑大

大阪公聴会とか東京公聴会というのは四十五年の三月頃にやってい

年の四月︑五月のところまでで大体まとめをやっています︒そして︑

までずっとやっていますね︒大学のほうは二十六ですから︑四十五

せといわれた︒この二十五のほうが初中関係ですから︑これは翌年

た︒大学問題はそういうふうに火がついていったから早く答えを出

西田

伊藤

この紛争問題のあれがあって︑答えを出して︑翌年におわっ

諮問の最中だ︒

す︒それがやった中身としては︑例えば︑大学と高校の基本構想以

てくる最初の第一章のところが全部この二十八がやったやつなので

改革の基本構想というよりも前に︑この諮問の鳶頭に答申として出

検討しょうというのが二十八になったわけです︒これが答申全体の

どうなるべきかという全体を見直すような一番総合的な観点から再

めてやっていたのですけれども︑そもそも学校教育というのは今後

す︒これは︑答申をまとめていく段階で︑今まで初中︑大学にまと

西田

伊藤

小委員会です︒一番おしまいの行に二十八というのがありま

これは小委員会ですね︒

前に︑今後の社会における学校教育の役割という格好で︑いろいろ

学のほうはスピードアップして四十五年の初めくらいに大体出して
います︒

涯教育とユネスコが言い出している︒そういう考え方をどう取り入

な移り変わりが激しいので学校教育がどういう役割をすべきか︒生

れて考えていくか︒初等︑中等︑大学に分かれる前の学校教育自体

横⁝想というのと試案というのは違うのですか︒

ええ︑基本構想の試案というものをつくったわけです︒

の今後のあり方をどう見るかというところがらやったのが二十八で

﹂伊藤

西田

大学のほうは﹁構想﹂になって︑初中が﹁試案しと書いてあ

けです︒両方がまとまってきたところで︑四十五年目九月頃から初

ていますから︑初中のほうが一歩おくれたような格好でまとめたわ

ておいて︑翌年四十五年の七︑八︑九二に︑東京︑広島︑仙台でやっ

学校教育というものを金科玉条にして︑これが何もかもやるように

から︑家庭教育とか社会教育は入っておりません︒ただ︑明治以来︑

西田

か︒

伊藤

圏学校教育のあり芳

す︒

伊藤

翌年にヒアリングをやるから﹁試案﹂にしてあったのでしょ

る︒そのあと翌年に⁝⁝︒

西田
うね︒

大学のほうはヒアリングを先にやっているでしょう︒だから︑

伊藤次の段階で初中が﹁構想﹂になっていますね︒
西田

中と大学の両方の結論を一本の答申にするための最終的なまとめを

いっていたけれども︑この激しい世の中の移り変わりによると︑学

それを取り入れて構想を固めたと︒初中のほうはまだ﹁試案﹂にし

やりだしたのです︒それが二十七特別委員会で︑翌年の四月頃の最

その場合は︑教育というのは学校とくっついているわけです

終答申まとめがここに入っていく︒そのときにその上に﹁予計﹂と

校がやれる限界があるのではないかと︒

威力を発揮したけれども︑逆にいえば︑学校教育というものはある

この答申の中に書いてあるのですが︑学校教育というのは絶大な

学校教育です︒これは︑諮問自体が学校教育の整備の問題だ

書いてあるのは︑予測計量という︑全体の学校制度を整備していく
のにお金がどれくらい要るかという経済的な計量関係のレギュラー
の部会をまた別に開いたわけです︒
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ここで世の中とある程度隔離したわけです︒実際的な仕事をやる責

年代になった子どもたちを学校という特別な社会の中へ放り込んで︑

人血形成の根本問題﹂とまず表題をあげて︑﹁人間形成の多面性と

す︒今後における学校教育の役割のところで﹁今後の社会における

ともな仕事をやらせてみて︑自分がどれだけものをできるか︒﹁俺

べての学校を出たやつを一遍世の中に放り出して︑世の中で何かま

として間違ってやしないか︒箱根の席では︑満一五歳になったらす

たないで空想的な格好のことばかりやっている︒これはむしろ教育

から隔離して︑実際に自分で汗を出して仕事をするという体験を持

ているということが青少年にとっていいことなのかどうか︒世の中

のときのある日の朝のときに出てきたのです︒つまり︑学校へ入れ

べきだという議論が出てきました︒そのことは中教審の箱根の合宿

るときには︑このような多面性と統一性を考えるべきである︒それ

真の姿があると︒哲学的︑文学的文章でしょう︒教育の問題を考え

議する愛と畏敬の念に支えられて統一的に働くところに人間形成の

な関連を持っていて︑それが均衡とれた発達をとげ︑自然と生命に

主体的な人間としての形成︒このような三つの側面は互いに有機的

三番目が︑これはものものしいのですが︑文化的な価値を追及する

成していく︒二番目が社会生活の中のメンバーとしての人間形成︒

健康とか肉体とか︑そういったことを自然の一部としての人間を形

生きる人間としての発達だ︒つまり︑自分が自然界の一部として︑

統一性﹂というところで︑人間は︑過去・現在・未来にわたる人類

は本当にこれをやるためにはもっと勉強しなきゃ﹂という人聞だけ

から︑人間形成の問題を考えるときに︑男女の性別の問題がある︒

一つの空想的な社

が大学へいくという制度に切り替わらんかというまじめな議論があっ

中教審は︑人間としての平等はいうまでもないが︑その文化の維持

任も負わなければ︑何一つ物事を成就しないで︑

たんですよ︒散々議論したあと︑﹁それは日本が社会主義にでもな

発展に対して男女の特性に差異があり︑それを認めながら可能性を

の歴史の中で︑その生きる環境に適応したり︑それに働きかけて自

らんかぎりはできないな﹂といって︵笑︶︑そのあとは笑い話になっ

追求するということを言っている︒それ以外に︑社会がこんなに変

会の中で可能性の探求をやっている︒そういう学校にいつまでも入

たのだけれども︑本当に真剣でした︒そのことは現代の日本教育状

わってきて人間にこういう挑戦をしている︒今までなかった︒これ

分自身を実現しようと努力したりすることによって︑たえず成長・

況を見ると私は間違っていなかったと思います︒教育そのものは学

は我々の祖先が経験しなかったことだ︒そういう意味で教育を考え

れておくことは意味があるのか︒そこで何もかもやれるのか︒むし

校というものを金科玉条にしていることが間違いだ︒むしろ学校に

なおさなければいかん︒そうすると︑教育体系というものを︑学校

発達を続けていくものである︒このような人間形成の過程は複雑・

一遍世の中に

ろ︑そのために世の中から宙に浮いたようなことになってしまって︑

おるから学べないことがたくさんあるんじゃないか︒

全体を見直して︑学校教育はその全体の教育体系の中のどの位置を

微妙であるけれども︑次のような多面性をもつ︒一つは︑自然界に

出して︑ということがありました︒そんなことから︑それが最後二

占めるのかということで学校の役割を決める︒

教育としてはどこか抜けていくのではないか︒そういう反省をやる

十八特別委員会を発端させる契機にもなったと思います︒もう一度

文部省では生涯学習局なんかになってしまって︑人間は死ぬまで勉

そして︑そこから生涯教育という考え方が出てきた︒それがいま
この総論のところはあまり皆さん注目されない︒ここが一番苦労

強だと︒そんなものは大昔からいっているので︑生涯学習というの

そこで学校教育の限界を見ていく︒

したところで︑この答申のところに恐ろしいことが書いてあるんで
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理論が正しいのだったら︑﹁俺はいま勉強したくない︒いっかやる

パーマーケットに入って欲しいものを取ってくるのと同じで︑その

それなしに︑いつでも好きなときに勉強できるなんていったら︑スー

に自然に流れていくようなシステムをつくるのが生涯教育なのだ︒

教える︒そして︑それが学べるような状況を周りにつくって︑それ

そういうことがあるんじゃなかろうか︒必要な時期に必要なことを

してよくいう音感教育︒これをやらないと永久に音痴になつちゃう︒

を残してやり直しがきかないところがあるんじゃないか︒その例と

ことが必要になっていくか︒そのときにやっておかないと一生悔い

れてだんだん成長していくプロセスのなかで︑どの時期にどういう

ておりましたので身にしみているのですが︑人間というものが生ま

想がユネスコのなかから出てきたときに︑私はユネスコの関係をし

ではなくて︑泥棒の稽古をするのも学習ですからね︒生涯教育の思

は私は没価値的な考え方だと思う︒学習というのは価値追求の問題

話していて︑﹁学生の教育者になるための訓練で︑教育実習という

西田

思いますけれどもね︒

先生たちよりももしかするとよく分かっているのかもしらんなあと

と本音とか︒これはまあ︑半分くらい現実の社会に触れているから︑

く知っているんですよね︒社会の実際的な仕組みとか︑嘘や︑建前

なアルバイトをして︑あの連中と話していて︑いろいろなことをよ

だけど︑結構いま穴が開いておりまして︑高校生とか大学生はみん

たのは︑学校は隔離された︑一種バーチャルな空間で教育をする︒

伊藤

です︒

としたのですが︑とうとうそれができませんでした︒それが二十八

全体の総合的な設計が要るのだろうと︒そういうところまでいこう

しなければならん︒そうすると︑生涯教育のためには教育システム

うものがその時期に本人が学ぼうと思ったら学べるような条件整理

ないというのですね︒音感教育なんて俗にいわれていることですが︑

それで投げ出したんです︒専門家が提案するだけの結論を持ってい

方は冷や汗を流して︑﹁残念ながら分かっていません﹂といった︒

りいえていることは何ですかしと議論してもらったら︑むしろ先生

何をやらなければだめだということであなたの学問の分野ではっき

そういった人で七︑八名集まって会議をやりました︒﹁どの時期に

れで︑文化人類学の人から︑大脳生理学の人︑もちろん教育学の人︑

をやらなければ取り返しがっかなくなるか︑それを見極めたい︒そ

議を開いたのです︒つまり︑人間というものは成長のどの段階で侮

めたら生涯教育の設計ができる︒そのために︑特別委員会が特別会

この時期にやらなかったら梅いを残すということがはっきりつか

だしたらおかしくなつちゃった︵笑︶︒

できたわけですね︒それが︑師範学校ができてだんだん純粋培養し

では︑初期の学校教育というものは社会のあらゆるものが流れ込ん

中のすれっからしみたいな連中が先生をやったわけです︒その意味

なるのがいなかったのですね︒神主や坊主とかを呼んできて︑世の

西田

伊藤

明治の初めに学校制度をつくったときは︑幸か不幸か先生に

まあ︑そうですね︒

を知らないやつはいないということになってしまう︒

たら教育バカになってしまうといってね︒だから︑教育者ほど世聞

出て︑卒業して社会へ出ないうちにまた学校へ戻ってきて︑これだっ

会実習をさせなきゃだめだ﹂と︒小中高等学校から教員養成学校を

のが必要だ﹂﹁俺の学校では︑教育実習よりも︑教員になる人に社

私がアメリカへいったときにミネソタ大学の教育学部の人と

そうですね︒おっしゃったことで非常におもしろいなと思っ

だろう﹂とサボる理由になる︒

本当にそういうことがある﹁のか︒人間の価値判断とか人生観とかい

所澤

その問題は︑今︑改めて大きな問題だと感じます︒

うものの形成も根本的なそういう問題があるわけでしょう︒そうい
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伊藤

に学校へ入れて大学院まで上げちゃうというのは青年にとって物凄

のですね︒本当にしみじみと先生方はそういわれました︒そうせず

アメリカとかオーストラリアへいったときに向こうの学生の

ゼミや何かをのぞいてみたら︑年齢がばらばらじゃないですか︒日

だから︒学問というのがどんなに尊いものかという経験がないわけ

からんはずですよ︒生きた世の中で自分で困難に直面していないの

く不幸なことじゃないかと︒一種の軟禁状態ですよね︵笑︶︒だか

西田

ですね︒

本でゼミをやって︑まあ︑たまにそういうことがありますが︑大体

なゼミを設けて︑これに単位を与えるようにしよう︒夏休みの一ヵ

伊藤

らおしまいには︑大学で何をやりたいのか分からないで︑大学に何

月間︑全体で使っていいお金は一万円だけ︒それを使って︑木更津

かとか︑非當に現実的な問題ですよね︒先生のご機嫌を損ねないよ

同世代の人間だけで︑社会的な移動の手段としての教育といいます

ですから房総半島を野宿をしながら歩けと︒そして︑いたるところ

をしに来たのかなんて︑そこから疑問を持ち出すわけでしょう︒分

でボランティアとして役に立つことを︑どこかのお百姓さんの手伝

うにとか︵笑︶︒

か︑それは日本ではとてもまだできていないという感じです︒

いをするとか︑漁師さんが魚をとるのを手伝うとか︑やれると思う

所書

高専の校長をしているときに︑高専の学生に︑夏休みに特別

ことをやってみろ︒帰ってきて︑何をやったという報告を書かせよ

トしているんじゃないか︒

今の大学というのは本当に︑学生は空いている時間は全部アルバイ

いや︑空いている時聞に学校にきて勉強しているんじゃない

しかし︑それがバイトに流れていくのがどうなんですかねえ︒

大学にいったら今度は実際の︑どうやって大学の教員になる

う︒そして︑これで単位を与えようじゃないかという話をしたんで

伊藤

すけれども︑実現しませんでした︒
︻同アハハ贋判ハ︵笑︶︒

四六答申というのは大変すばらしい答申だといわれていたのだけ

かな︵笑︶

に何ができるかとやってみたら︑いかに自分たちがやっている学問

れども︑じゃあ︑どこまで実現できたのですかという問題が最後に

私は︑﹁いってみて︑漁師の世界のあんな汚いところで自分

というものがまだ実社会に遠いものかということがしみじみと分か

残るんですよね︒またこれ︑同じ審議会をやったら同じことになる

西田

る︒もっとこの学問をやってみようという気になるだろう︒どこか

かもしれませんね︒

実記

圏教育改革を阻害する要因について

の家の軒を借りて寝たりしてみるのもおもしろいじゃないか﹂と︒

小中学校はちょっとバーチャルな感じでいいと思うのですけ

先生方が賛成しませんでしたね︒

伊藤

れども︑高校くらいになったら入れ子みたいな形をもっと積極的に
西田

答申が出て半年たたないうちに︑あれは実行できないという雰囲気

推進したほうがいいんじゃなかろうかな︒

れども︑あれも形式的になるとどうしょうもないですからね︒むし

になってきました︒例えば︑答申の大事な一つの柱として︑新しい

それで︑あとの資料で説明を申しあげまずけれども︑結局︑

ろ堕落してしまうかもしれません︒さっきの中教審の人々がいった

教育制度をつくるための研究開発というシステムをつくれ︒そのた

この頃はボランティア活動に単位を与えるとかいっているけ

一遍世の中へ出してしまうという思想は決しておかしくないと思う
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長からおまえは仕事をしてはいかんといわれました︒どうしてでしょ

長みたいにされたのですが︑私を訪ねてきて︑﹁先生︑私は上の局

そうしたら︑僕らの中教審の担当をしていた伸間の一人がそこの室

で︑﹁教育研究開発センター﹂というものをある局のなかに作った︒

めには文部省自体の中にそれを推進するセンターをつくれという形

くて︑しかも言葉が抽象的で︑カリキュラムがどうだとか︑学習指

育政策としてのマクロの問題というのは一般の人には非常に縁が遠

うことについての関心は強いですけれども︑審議会がいうような教

前の子どもの成績がどうなるかとか︑入学試験がうまくいくかとい

とかいう話ではなくて︑うちの子どもが上の学校へ上がれるか︒手

二番目には︑政府および中教審に対する不信と反感から︑政府が

導要領がどうだというのはほとんど分からないわけです︒だから︑

出して︑あんなものにまっとうに取り付いたら︑あとで収拾がつか

主導する改革というものを危険乱して︑原理的︑手続的︑付随的な

中教審が何をいってみたって一般の人たちには分かりにくい︒

なくなる︒教育改革なんてうっかり乗ってはだめだという形で︑そ

欠陥をあげて改革の着手を阻害しようとする︒これは特にジャーナ

うか砿と︒物凄い役所の中のレジスタンスがあるわけですね︒逆に

ういう賢い人は︑﹁あんまり仕事をするな﹂という︒それが半年ぐ

リズムやいろいろな文化人が︑政府のやることはろくなことがない

いえば︑天城さんを大将として西田があんな夢物語みたいな答申を

らいでつぶれました︒だから︑研究開発という仕事はついに日の目

と︒これはやはり敗戦の後遺症ですね︒そういうことから非常にそ
れが強く出てまいりました︒

をみなかった︒

Dの資料は︑私の自筆・ですが︑その日付にありますように書いた

これはなんでつくったのかと昔の日記を調べてみました︒一九七二

ね︒この頃にはにつちもさっちも動けないということになっていた︒

校三年までをくっつけて︑四︑五︑六︑七︑八と︑これの幼児学校

あの当時の課題としてやろうとしたのは︑四歳児の幼稚園から小学

うとする︒特に一番覚えていますのは︑幼児教育の改革を世界的に

事態に対する不安から︑さまざまな理由によって現状維持をはかろ

三番目に︑教育関係者の中に改革に伴う既得権の剥奪︑未経験の

年の五月七日に晩の六時から九時にホテルニューオータニで︑香山

をつくったらどうだと︒これは幼稚園教育と違った新しい幼児教育

のが四十七年九月七日でしょう︒四六答申が出て一年ちょっとです

健一君がそのときの内閣の審議室か何かの顧問みたいになっていて︑

の解が出せるのではないかと提案したのです︒これは小学校や何と

そういうことをいうわけです︒四︑五︑六は上の中学校とくっつけ

そこから︑コ遍︑なぜ中教審のあれがうまくいかないのか今の状

いま当面見ていただくのは︑﹁答申による教育改革を阻害する要

てもいいわけですけれどもね︒そういうことは小学校校長会の代表

かはもうとんでもないでしょうね︒明治以来一〇〇年間︑俺たちは

因﹂として︑教育改革というマクロの政策論というのは国民一般に

が真っ向から︑審議会の委員になっても反対をいってきたりしてね︒

況を聞かせてくれ﹂といってきまして︑そこへ説明にいくときにつ

非常になじみにくい︒答申を提案していることのその意味の必要性

だから︑既得権というものがあることと︑慣れていない未経験なこ

くった資料なんです︒だからその表題にありますように︑﹁教育改

が理解されない︒これは私はしみじみ感ずるのですが︑放送大学を

とはやりたくないという︒教育者というのは非常にそういう点は保

六年間でやっているんだ︒下のほうをむしりとられてはだめだと︑

つくるときに国民一般に調査したら︑教育に対して関心は非常に強

守的ですよ︒

革を実施する上での問題点と戦略隔と︒

いのです︒しかしその関心が強いことの意味は︑人間形成が大切だ
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最後に︑教育改革という長期の政策を推進する政治体制が整わな

て食わせるときにはどういう味付けをして︑どういう材料を選ぶか

いっているような百年の計という教育問題を取り扱うときに︑それ

んで一番食べるような食べ物にしてやるというのが昌的なので︑同

に対する差別だとは私は決して思いません︒それぞれの子どもが喜

というのは︑女房は朝晩それに苦労しているのです︒それを子ども

を本当に試みようして一つのシステムが政府の中にしっかりしてい

じ献立を立てることではないでしょう﹂といったら︑﹁あなたのよ

い︒行政当局も当面の困難な仕事に手を着けたがらない︒中教審の

なければ︑文部大臣なんてくるくるかわってしまうし︑いっていた

説明をしました︒だから︑カリキュラムというのは一定の基準性が

うにいってくれればよく分かるね﹂と︵笑︶︒ご婦人にはそういう

伊藤

要るということは今の栄養基準表と同じですね︒それを無視したら

ことが一貫していかないわけです︒
党の文教部会とか︑そういうところはあまり関心を持たないのでしょ

体がもたない︒しかし︑だからといって岡じ献立でいいか︑同じ味

こういう中教審の答申が出てくるということについて︑自民

うか︒

けれども︑答申が真っ向から取り上げているようなわが国の将来の

入がどうなったかとか︑世間的なテーマで関心を持つ人はおりまず

西田

領でそれを決あているはずだというのです︒学習指導要領は要らな

ムなければならんという最低の基準というのは︑これは学習指導要

合わせて栄養を考える︒

付けでいいかということは違う︒一人ひとりに好みや本人の体格に

れは厚生省の栄養基準で決まっている︒このレギュラーなものを破っ

ければならんものは︑たんぱく質が幾らで︑ビタミンが幾らで︑こ

この子はなんとしても魚が嫌いだから肉を食わせよう︒体につけな

じ献立の飯を出して︑﹃さあ︑食え﹄といったのではだめなんだ︒

みが違うのです︒うちの女房が何に苦労しているかといったら︑同

おります︒同じ親から生まれて︑長男と次男と三番目と︑みんな好

にご説明申しあげたらお分かりいただけないか︒私は子どもが三人

と︒ご婦人だったものですから︑私は︑﹁先生︑ではこういうよう

うのか﹂というのですね︒個性に応ずる教育というのは差肥教育だ

ばれまして議員室にいきましたら︑﹁文部省は差置教育をやれとい

別化をやれといった︒そのときに共産党のご婦人の議員さんから呼

との臨教審がいったのではなくて︑中教審自身がそういう教育の個

性に応ずる個別的な教育という問題をしきりにいったわけです︒あ

さんとか︑河野洋平とか︑ああいう文教族のなかでやっていったよ

常に熱心な人がたくさんおって︑あとで総理になった海部︹俊樹︺

いろな派閥がありますが︑三木︹武夫︺さんの三木派というのは非

西田

伊藤

いことをいってきますよ︒この大学の新しい認可を文部省はなんと

の子の大学入学がうまくいくかどうかということだね︒ろくでもな

ほかは︑代議士さんの教育問題というのはやはり︑頼まれているあ

か分からない︒国会に呼ばれてしみじみ感じたのはその一回ぐらい︒

て︑それを両立させることが本当の教育なのだということがなかな

伊藤

文教族の人たちというのは︑この頃は誰ですか︒

か通してやってくれとかね︒

西田

文教族で国会で私が印象に残っているのは︑自民党にはいろ

基準というものと個別化というものが矛盾する概念ではなく

まあ︑必須科目と選択科目みたいな話ですね︒

を無視して飯を食えというのと同じですよね︒

一八○○カロリーで︑たんぱく質で何グラ

教育のあり方というのは一般の議員さんに分からんでしょうね︒唯

い︒金部自由にやれ︒これはもうめちゃくちゃなんですよ︒栄養学

断片的には︑幼稚園の義務教育はどうなったかとか︑高校全

一強い反応があったのは︑初中教育の答申の根幹の一つが︑能力適

たら体がもたない︒それはきちんと守らなきゃならんけれども︑さ
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うな人が三木派にはおりました︒三木さんは夏休みに自分の派閥の

月給を上げたら先生はみんなよくなるのかといったらそうじやない︒

よりも三割高くしろといっているわけです︒計算してね︒じゃあ︑

たら︑自分の本職をしばし離れて勉強できるという制度をつくらな

若手の代議士を全部連れて軽井沢で内部研修会をやり︑あるときに

西周さんは確かに間違いなく文教族ですね︒

ければいかんというので︑再教育のあり方を提案しましたね︒大学

それで︑教育ということへ入ってきた人に︑教育はそんなに難しい

海部さんも文部大臣になったでしょう︒

でね︒そうすると︑月給が上がって勉強ができるようになったら人

私は教育の話をしてくれと呼ばれていったことがあります︒海部さ

なりました︒

間というのは勉強するものかというと︑そうではない︒そこは性善

のだ︒教師をやったら一生の勉強なのだと︒それを勉強しようと思っ

河野洋平とかね︒

説ではない︒人間というのは︑勉強しようがしまいが同じように︑

んとか西岡︹武夫︺さんが私の下で講義を聞いていましたよ︵笑︶︒

西岡さんとか藤波︹孝生︺さんとか︑そのへんが一番の親玉︒

﹁先生︑先生﹂と持ち上げられていると勉強しなくなる怠け者だ︒

うか﹂と︒ 三木さんというのはまじめな質問をされる人ですね︒審

ろ書いてあるけれども︑ 教育をよくするには何が一番大事なのだろ

宅へ永井道雄と一緒にいきました︒ 三木さんが︑﹁申教審でいろい

永井氏が三木さんが呼んでいるからといって︑ 渋谷の三木さんの自

がなったと思ったら︑ 三木さんがあの人を文部大臣にしたのですね︒

校全体の教育がかわるのではないか︒だから︑月給を上げること︑

うリーダーシップをとる先生が一つの学校に二割ぐらいおれば︑学

を持った人を上級教員にして︑地位も高いし︑月給も高い︒そうい

小中学校の何十万の先生も上級教員というのをつくって︑ある資格

ないか︒あれで格付けしているということはおかしくないだろう︒

は一色ではなくて格差を付ける︒大学には教授︑助教授とあるじゃ

勉強した者は地位も月給も上がるようにする︒そのためには︑先生

議会でいろいろといっていますが︑特に初等︑中等教育で何が大事

アハハハハッ︵笑︶︒

が一番嫌ったことです︒

勉強すること︑それから地位・待遇を差別すること︒これが日教組

先生が立派であるかどうかで︑あとは教科書がどうだとか︑

﹇同

西田

一番目と二番目はやったのですが︒それ

それを真っ向からいったわけです︒あの答申の中の三番目だ

﹁そうだろうな︒じゃあ︑いい先生をつくるにはどうしたらいいん

けが実現しなかったのね︒

から︑それを教育界に引っ張ってくるためには︑あんな安い月給で

す︒そういう能力的に優秀な人というのはどこにでもいってしまう

均水準よりかなり高い知能水準を持っている人が来なければだめで

ればいいのですからね︒

て親がひがむだろうという︵笑︶︒そうしたら︑みんな勉強してな

西田

伊藤

そうやったら︑﹁俺の学校の先生は上級先生じゃない﹂といっ

そうですね︒

は今でも間違っていないと僕は思います︒

はばかばかしくていけないというのでは困る︒だから先生の月給を

しかし︑日教組が反対するにしても︑やはりこちらの阻害要

所澤

一番に︑教育というのは非常に難しい仕事ですから︑少なくとも平

だ﹂というので︑それには中教審が三つのことをいっていますと︒

校舎がどうだとかというのはどうでもいいような問題だといったら︑

うね︒

かといったら︑ 一言でいえば立派な先生をつくるということでしょ

永井道雄が文部大臣になったというから︑とんでもないやつ

︹道太︺さんがちょっとその上に位置する︒

西坂伊西伊西伊
田田藤田藤田藤
上げることだと︑中教審はそういっているわけですね︒中級公務員
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回

社をよくしようと思ったらどう考えるか︒生産会社だったら︑まず

の次は︑できた商品を世の中に売るときに世聞がどういつでいるだ

因の三番目に書いてあるように︑教育関係春もかなり反対するので
者があまり教育改革の議論のなかに入れないような形で改革の議論

ろう︒これは営業部ですね︒内部効率と外部効率︒それ以外に会社

生産部門がどうなっているか現場の製造部の意見を聞くだろう︒そ

が進むような展開ですね︒東京都の教育改革が特にそういう形で︑

をよくするときには経理部長を呼んで︑一体うちの金は足りるのか

はないかと思います︒そのせいか︑現在の様子を見ると︑教育関係

教育委員会の外から改革を促すような形が行なわれているようです︒

と︒だから︑内部効率︑外部効率︑それから財政効率というのは会

社だったらあたりまえのことなんですね︒製造部長︑営業部長︑そ

先生のこれを見て︑なんかそういうふうな感じが︒

伊藤

れから経理部長︑この三者の意見を総合しなければ会社の改革はで

それは官僚制度の改革に官僚を入れたらできないというのと

同じですよね︒

きないわけです︒ところが︑教育の世界では経理部長のことをいつ

も言っておらんわけです︒それを一遍やろうというのがこの中教審

です︒私はそのことがわりあいに自然に出てきたわけです︒OEC

てありますように︑諮問事項の準備はどういうことをしたか︑審議

を詳しく聞きたいと︒﹁政策形成活動の要点篇という︑ここに書い

を受けてやられたので︑あのときの結論を出すまでの全体の動き方

てきて︑中教審がずいぶんシステマティックにいろんなことを諮問

思っております︒Cは︑五十一年にシステム開発研究所から人がやっ

しようと思うのですが︒きょうはAのところで概略を説明しようと

西田 このABCDという資料はまた機会があったら細かくご説明

思って読ませて頂いたのですけれども︒

言葉で聞いたことがなかったもので︑これは非常におもしろいなと

は公的独占事業だというふうに︑今まであんまりそういう直接的な

十万人の学校関係者に直接影響を及ぼす﹂という見方ですね︒これ

であり︑制度的・財政的に国の役割が大きく︑その政策は全国百七

うところです︒﹁公教育は自由競争の危険負担もない公的独占事業

に由来する政策形成上の問題点しの三︑﹁政策対象の特異性﹂とい

観藤

臨進学率の傾向の卸量

会の委員構成はどうした︑しかもそれを審議会の中でやったのと外

西田

Dで習ったのは内部効率と外部効率だけですからね︒

でやったのと分けて︑私がやったことをずっとその当時の記憶によっ

職していたら︑そんなことはあたりまえだと思っていた︒民間の会

これは私が民間の会社にいたからですね︒初めから役所に就

僕がこれをいまちょっと読ませて頂いて︑﹁文教政策の特質

てまとめたわけです︒

たということと︑官房審議官というのは私のことですけれども︑私

因﹂という事項で書きましたが︑企画室というものが非常に大事だっ

来ましたら︑金の使い方について誰も注文をつけないし︑金は大蔵

が大きくて︑人との競争によって負けたらつぶれるのだと︒役所に

ばならなかった︒

社におって︑株式会社で経営困難で破産して︑後始末までしなけれ

が二年間民問の会社におったということが関係あると申しました︒

省にいってもらえばいいんだということでしょう︒まさしく親方日

最後のページに︑﹁政策形成過程に重要な関係がある幾つかの要

第一段階の審議で︑内部効率︑外部効率︑財政効率などという観点

の丸そのものだ︒国公私立あるようですけれども︑実はその事業と

一つの事業をやるということはどんなに危険負担

を傭で考え出したのかというと︑私が会社におるときに︑一つの会
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いうのは︑システムが決まっていて︑公の支配を受け︑公の援助を

いく︒中等教育が五割を超したら︑大学教育へ今度は圧力がいく︒

三番目︑四番目におもしろいのがあった︒戦船︑戦後全体を通じて

そういう雪崩現象が起こる︒こういう段階発展の下から押し上げる

最近も私立の大学がつぶれていますけれども︒

いえば︑﹁学歴指向成分﹂︑つまり親が経済的に豊かになったから俺

受けなければやれないようにできているわけですね︒だから公的独
伊藤
広島でも大学が一つつぶれました︒

の子どもも大学へやろうかと︑お金にゆとりができたから上の学校

要因が；誉目に強い︒それよりもファクターは弱いのですけれども︑

小池

でも︑国立大学はつぶれる心配はない︒やはり政策対象の特

占事業になる︒そうでないのは予備校ぐらい︒

伊藤

を通じて全体的にあるのだけれども︑特に戦後に顕著に見られるの

へやろうかという一つのファクターが働いている︒それは戦前戦後

Bは先ほどおしまいのところだけをちょっと引用しましたね︒

は︑金があるからいこうかというファクターよりは︑﹁現状離脱成

異性というのは非常に大きな問題ですね︒

西田

これは﹁学習院学内研究会での説明資料﹂と書いてあります

分篇という︑親が金がないほど大学へいかせようとする︒親のゆと

観藤
ね︒

りがあるからいかせようかというのと逆に︑生活が苦しいから︑親

Bは︑今の香山さんとのつながりがありましたが︑香山さん

西田

これだけのファクターを使って︑進学の上昇というファクターとど

の暮らしを抜け出させるようにという違ったファクターが特に戦後

高等教育の在学率上昇の要因分析をコンピュ⁝タで成分分析とい

ういう関連性があるかを調べ︑その中から出てきたファクターをど

が学習院の教授になったでしょう︒五十一年︑五年たっていますね︒

う方式をやって︑どういうファクターが押し上げてきたか調べてみ

う意味をつけて解釈するかという成分分析というやり方をやります

は強く効いている︒

ました︒戦前と戦後で︑1﹁均衡発展成分﹂というのは︑初等︑中

と︑ある時期の伸び方の中で︑親の一人当たりの国民所得自体が高

学習院のほうから中教審のときのことをもう一度学内で勉強したい

等︑古同等と︑一二段階があるバランスをとっていこうという一つの傾

くないのに︑それが下がっていくような状態のなかで進学率が上がっ

それはどれに示されているわけですか︒

向があるというのが第一の要因で一番強い︒﹁段階的発展成分﹂と

ているというようなファクターが出てくるという分析が出てくるわ

伊藤

いうのは︑下のほうが充実したら上が伸びてくる︒ここヘグラフを

けです︒ゆとりができたからいかせるというのはもちろん強く出て

からというので︑学内の有志の法学部の教授なんかが集まってきた

書いてありますね︒このグラフ︹次ページ上︑参照︺で非常におも

きますが︑その逆が出てきておもしろいですね︒父の就学年数が高

そのファクターは︑ここの表︹次ページ下︑参照︺の中で︑

しろいと思ったのは︑初等教育が︑政府が一所懸命義務教育を普及

いほど高いかというとそうではなくて︑戦後は母親の就学年数が少

西田

しようとしてもうまくいかなかったけれども︑それが五割を超した

ないほど多い︒お母さんが学校へいっていない人ほど︑男の子や女

ところへ持っていって説明したのです︒主として高等教育だけに絞っ

瞬間から︑いくほうがあたりまえだということになってダ⁝ッと増

の子の⁝⁝︒特に女の子の場合は偏根関がマイナス○・九四でしょ

親の一人当たりの国民所得だとか︑父の年齢︑母の年齢︑在学率︑

えた︒私はそれを雪崩現象といっています︒初等教育があたりまえ

う︒

て書いたわけです︒

になったら︑今度は上のほうへいくといって中等教育を押し上げて
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いや︑逆の強さ︒
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マイナスというのは逆の意味ですか︒

お母さんの学校へいっている経験が少ないほど娘をたくさん
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戦後は父親の学歴も○・八六でかなり強く効いていますね︒それと︑

学校へやるのです︒おもしろいものですね︑出てくるんですよね︒

西田

逆向きだということですか︒

伊藤

初

自分の就学年数が低いから就学年数を高くしたいのですね︒
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日

析をやったわけです︒そのときにこういうこともついでにやったわ

育の機会というもので︑進学率がどうなってきたかという傾向の分

西田

伊藤

四六答申の先ほどの外部効率のときに︒国民の教育需要と教

今の分析というのは四六答申のときになさったのですか︒

夕を使ったり︒こういう分析の手法は︑ありがたいことに文部省に

その貨幣価値の変動をどう修正するか︒経済企画庁のいろんなデ！

これは調査課の連中が往生したのです︒明治︑大正︑昭和を通じて︑

も︑このときに一番困りますのは一人当たりの国民所得ですよね︒

西田

年齢なんていうのは文部省のデ⁝タで出てくるのですけれど

けです︒そして︑そのときにおもしろいのは︑明治以来一〇〇年間

統計数理研究所というのがあるでしょう︒そこの林先生なんかに相

年間の経済指標を統一的に見るなんていうのは︑経済学者から見れ

の間に︑男子の学校へいった平均就学年数と︑女子の平均就学年数
お嫁さんになるためには女の子も︒

ばむちゃくちゃですけれどもね︒だけれども︑それをしゃにむにやっ

談すると︑手法としては幾らでも文部省に知恵があるわけです︒百

−文部省のデータしかないですよね︒各年度の平均就学年数を出せる

たわけです︒

の差が常に一定である︒つまり︑男性がいけば︑それとつり合った

わけです︒その相関を見たら︑ほとんど差が一定なんですね︒男が

所澤

ているファクターがあるかということは︑その成分分析の手法でや

西田

伊藤

西田

伊藤

成分分析というのは︑どういうファクタ⁝の絡み合いで効い

その要因をまず選択するというのは勘ですか︒

ええ︑初めて分かります︒

そういうのはやはり︑分析してみて新しい発見ですか︒

社会学の人にはサービスしたはずですよ︒

てデータをもらうと︑

西田

す︒

教育に熱心だというような話は大学院の授業で聞いた印象がありま

九年︺に︑この母親の学歴が少し低い短大くらいのほうが子どもの

一〇〇年間の分析をやれるのは

大学へいきだしたら︑女の子は短大へいきたい︒そういうように︑

のではないでしょうか︒僕が教育学部の大学院に入った頃︹一九七

りますと︑第一要因︑第二要因というのが出てくるわけです︒第一

所要

このデ！夕はそのあとかなりいろいろなところで紹介された

やはり性別の配偶者意識というのがあるのだということで︒

要因はこれが高くてこれが低くて︑それの組み合わせだと︒この要

の先生だったか憶えているわけではありませんが︒

要因自体は︒

してマイナスではなかったわけですね︒

西田

僕は東洋先生から聞いたと思うのですよね︒ま︑はっきりど

一年分の講義の資料だと︵笑︶︒だいぶ教育

清水義弘さんが専門委員に来てくださった︒この審議官に出

因をどう解釈するのかというのは解釈の問題になってくるわけです︒
伊藤

要因自体はコンピュータの進学率ののぼり方といろんなファ

東さんも専門委員に入っているでしょう︵笑︶︒だから︑決

西田

最後に﹁参考﹂と書いてあるのは︑電電公社はその事変わりまし

たね︒実はその前に︑やはり昭和四十八年頃に電電公社の将来計画

クターの相関関係を︒

伊藤

を考える上の政策立案をやりたいというので専門家を外部から呼ん

でも︑そのファクターというのはまた選ばなければならない

わけでしょう︒

で委員会をつくったわけです︒税制調査会長をやっていた加藤寛さ

ええ︑それは選べるファクターとしてはこれだけのものしが

西田

田を呼べというわけです︒一二名くらいの委員会をつくって︑政策

んがおられたでしょう︒彼が慶慮の先生で︑文部省から中教審の西
ああ︑データですね︒

なかったわけです︒

伊藤
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で︑それがなかったと︒右のほうに参考事例として︑東京都のごみ

ためには︑そこにシンクタンクによる戦略的な行動計画が必要なの

言われたというのを書いたわけです︒実施計画の合理的設計をやる

すが艦種討議の示唆として︑これについてこんなことを皆さんから

回で議論をして皆さんから出た意見を︑三枚目のところに未完成で

して大変難しかったということを書いて出した︒これについて第一

応︒実施成果の評価︒こんなような形で私どもはこういう点で苦労

が難しいのだ︒それから︑最後は政策実施過程ですね︒地域的な適

施策との調査をやったりする︒国民的合意をつくる︒そういうこと

ら︑決まったやつを世間に提示して一般庶民の理解を得たり︑関連

いう問題で苦労したか︒政策目標の設定と政策手段の選択︒それか

そういう領域における問題をやる場合に︑政策形成過程としてどう

先ほどの独占事業ですね︒電電公社もそういう傾向がありますから︑

前は出ていませんけれども︑私の経験からいって︑行政という形で︑

といわれて︑書いてそこへ出したものなのです︒だから中教審の名

のいいところですから︒先ほどの成分分析とかいろいろなことがあ

別途またペーパーをつくってきます︒それがまた答申のエッセンス

のほうへ移っていって︒先ほどの答申の中の大事な要因︑発見は︑

審の答申の中身を申しあげていきます︒それで余裕が出ればこちら

たのだけれども︑全体を申しあげたので︑この次はAを中心に中教

西田

少し詳しく伺うとして︑やはり参考としてこの話もしてください︒

伊藤

のもおもしろいでしょう︒

そういうことで︑今後のご研究の参考になれば幸いです︒こういう

れどもね︒政策提示の過程とか︑実施の過程の問題があるわけです︒

だろうと︒中教審の答申を見ていてもこれが出てこないわけですけ

けです︒だから︑先生方には違った意味で政策研究のご参考になる

こととか︑こういう点でこう考えたとかということが書いてあるわ

ディスカッションペーパーです︒このなかには間接的に私が困った

から︑その経験からペーパーを出してくれ﹂と︒これはそのときの

そのときに︑メンバーである私に︑﹁あなたは中教審をやったのだ

いや︑政策研究会を電電公社がつくって︑そのメンバーに私

戦争とか︑あの当時問題になっておりました背番号制ですね︒それ

りますから︒この中に︑企画室長の犬丸君がこのときに明治百年の

西田

か原子力発電のこと︑中教審の教育改革︑こういう行政上の大問題

勉強をするのだといって︑文部省の中にたまっている過去のいろん

立案という問題についてのいろいろな経験を討議しようという形で︑

がありますと︒大学管理法の問題もそういう格好で行き詰ったわけ

な答申を全部調べてくれました︒最大の発見は︑明治以来さまざま

が入って︑半年聞くらい加藤寛さんとか数名の人とやったわけです︒

ですね︒こういう課題をやるときには︑こういう段階でのいろいろ

中教審を一つの材料にして議論をしたいからその材料を幽してくれ

な難しい問題がありますということを議論したときの資料が出てき

な審議会をやってきたけれども︑教育はどうあるべきかという教育

西田

伊藤

これは政策研究大学院ですからね︑おそらく皆さん政策研究

これはもう一度お話しいただきたいくらいの感じですね︒

方法論なき教育論というのはまさに無であるということを我々はし

めにどうやるかという教育の方法論に対する答申は一度もなかった︒

の臼的論については山のように答申がある︒その目的を達成するた

きょうはAだけをやるつもりだったのが大体時間が来ちゃっ

これは凄くおもしろいですね︒中教審のお話をこの次にもう

ましたので︑ご参考にと︒

というのは興味をお持ちなのではないかと︒電電公社がこれをやっ

でしょう︒個性の尊重とかいっているのですよね︒だけど︑個性を

みじみ感じました︒国民精神の作興だとか︑この前の臨教審もそう
そのメンバーになったわけではないのですか︒

ておったのですよ︒

伊藤
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尊重する教育というのはあしたからどうやるのだということを誰も
いわんわけです︒﹁よく考えろ﹂というだけですね︒そうすると︑

現場の先生は︑﹁そんなこといわれたって﹂といって︑きのうまで
とそう変わらんですよ︒そういう点でしみじみ感じましたのは︑教
育改革という場合に︑本当はその目的に向かってどうやったらいい
かという方法論が開発されなければ教育というのは進歩しないわけ
です︒目的論の議論ばかりで︑親孝行は大事だとか︑国民精神の作
興だとか︑愛国心だとか︑そういうことはしょっちゅういっている
わけですね︒過去の文部省の審議会というのは︑そういう理念的な
目標を掲げることばかりで︑その実現についてどうするかという答
申を何もしていない︒それが今度の中教審で新しい先導的試行によっ
て研究開発をやれといった最大の理由なのです︒

もう一つ犬丸君に調べてもらったのは︑入試改革というのは明治
以来繰り返しやっているけれども︑ほとんど同じことの繰り返しだ
と︒客観的評価が大事だといってしばらくやっていると︑これでは
人間の値打ちは分からんといって面接をやったり︑作文をつくらせ
たりしている︒やっているうちに︑これはあまりにも恣意的で客観
名前は変わっているのですけれども︑やっていることはその

性がないからと︑ほとんど進歩がない︒

伊藤

ライシャワ⁝さんがいったように︑潔い一本勝負︑あの説明

繰り返しですね︒

西田

はい︑ありがとうございました︒

が一番正しい︒きょうはこんなところでよろしゅうございますか︒
儲藤
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村上浩昭（東京都立大学助手）
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圏﹁ 教 育 改 革 の た め の 基 本 的 施 策 ﹂

西田

ええ︑それを短くしてあるのですが︑ここ︹下の部分︺には

同じものが書いてあるわけです︒これ︹原本答申書︺を要約して書
いてある︒

西田

西田

そうですが︒それに対する答申ということでございますか︒

これが諮問の本当の表題です︒

ための基本的施策についてし︒

答申自体は︑﹁今後における学校教育の総合的な拡充整備⁝の

ける学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について﹄以

伊藤

ええ︒こういう長たらしいタイトルになったのは︑この前申

伊藤

下︑原本答申書︺のなかから事項を抜き出してみて︑これ︹資料

西田

ずいぶんここに付箋をつけておりますが︑これ︹﹃今後にお

﹁中教審四六答申の﹃要注目点﹄について﹂以下︑答申要注目点︺

間をかけてやってくれと︒

しあげたように︑何をやるかということを考えたときに︑幼稚園か

これ︹原本答申書︺は大変なものですね︒

を皆さん方に︒妙な表題ですが︑四六答申の﹁要注目点﹂といいま
いや︑よく分かります︵笑︶︒

俣藤

ら大学まで全体だと︒しかも︑明治百年記念でとにかくゆっくり時

伊藤

私の主観的なことでたくさんのことが書いてありますが︑こ

何百ページあるでしょう︒

す︵笑︶︒

西田

西田

のですが︑ちょうどイギリスが教育改革の報告ですべての検討資料

このところは将来のためにもやはりかなりいいのではないかと思い

これ︹原本答申書︺は答申そのものでございますか︒

の文献を全部くっつけたものとして出している︒やはり︑ああいう

六三三ページあります︒

伊藤
答申そのものです︒

ように結論が出てきた元になるものをちゃんとつけなければ︑後足

伊藤

西田

これ︹抜粋答申書︺は答申の要約ですか︒

で全部足跡を消してしまったような答申というのは︑後で何とでも

これの三分の二は結論を出すために使ったドキュメントです︒

俸藤

ええ︑そのときにこれ︹原本答申書︺をPRするために︒こ

いえるというのでこれにしたわけです︒こんな答申はおそらく文部

西田

西田

省で過去にもこれからもなかったと思います︒

まして︒答申は︑おそらく発表されたものとしては︑一般には薄い

れ︹原本答申書︺の大部分が文献資料の付属品が多いですね︒そこ

これは英訳されなかったわけですか︒

これ︹﹃教育改革のための基本的施策﹄以下︑抜粋答申書︺しか出

のところはのけて︑一番主文のところは全部載せてあるわけです︒

伊藤

この前半の二年間に︑第一段階で過去の一〇〇年闘の検討を

私らがこれに取りかかる前に︑確か﹁ロビンズレポート﹂といった

ですけれども︑前期の二年間の多少実証的な検討という部分の具体

西田

ていない︒これ︹原本答申書︺が本物です︒

的な点は全部省いてあるわけです︒ですから結論だけ書いてあると

しました︒その部分だけができ上がったところで︑例のOECDに
伊藤

同じものです︒

タイトルはもちろん違う︒

て臼本の教育政策についてのディスカッションが起こった︒

つくって︑そして向こうの会議に出したわけです︒それが基礎になっ

いうわけです︒

西田

﹁教育改革のための基本的施策﹂︒

討議資料で取り上げようということになって︑全部英訳したやつを
伊藤
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て︑その次に︑四ページを見ていただきますと真ん中に第三段階と

のですから︑結果として高等教育が先に結論を出してしまった︒そ

たわけです︒ですから︑この前プログラムでお話ししたように︑第

いうのがありますが︑ここで二つの委員会が出したあるべき姿とし

それの元なのですね︒

一段階というのがこの三つの委員会がバーツと走って︑最初の二ヵ

ての基本構想は煙たけれども︑それは教育のあり方を論じているだ

伊藤

年かけて過去のレビューをした︒第二段階が︑三年目に入って答申

けで︑政府は何をするのだという政府としてのやるべき基本的施策︒

のあとに初中教育︒それについて公聴会をやって第二段階をおわっ

の主文のまとめに入る︒初中局と大学局の両方をまとめました︒最

それがこの第三段階で四ぺ⁝ジの真ん中以下になっているわけです︒

その後半の最終的な政策のまとめというのはそのあとにやっ

後に最終段階として︑四年目にいわゆる総論とかすべてのところを

審議会としては︑第一段階で明治以来のことを全部見直して︑ど

西田

全部やったという格好になっています︒きょう持って来ましたプリ

たね︒それが歪なんです︒ですから︑現物を見るとすれば︑これに

て︑これ︹原本答申書︺のコピーをつくったのを一部差し上げまし

のを︑私どもの関係している研究者の方がコピーをつくりたいといっ

2と書いてあります︒私はこれ︹原本答申書︺が手に入らなかった

これ︹原本答申書︺のなかの場所を引用するために︑右側にP29

要約されたこれ︹抜粋答申書︺には載っていません︒したがって︑

この三つを担当して二年間でやったときのものが第一段階︒これは

二十三という三つの特別委員会が︑内部効率︑外部効率︑財政効率︑

第〜段階と書きましたのは︑最初の二ヵ年間で︑二十一︑二十二︑

西田

伊藤

英文にはなっていません︒きょう︑冨頭︹答申要注目点︺に

では︑後半の部分は英文にはなっていない︒

伊藤

西照

内藤

そこにはむしろ︑今後の社会の変化によって教育はどう変わ

分かりました︒

もちろん︒これの第一章というのはそういうのです︒

その部分はこれ︹原本答申書︺に載っているわけですか︒

に用意してまいります︒

です︒そこの部分はまだここに書いてありません︒それは次回まで

めの文章︑主文の冒頭の第一章全部︑それは最終段階でやったわけ

方はどうなんだ︑生涯教育はどうなんだというような全体の総まと

このあとに最終段階が︒今度はもう一度翻って︑今後の教育のあり

いた︒きょうは︑そこまでのものをつくってまいりました︒実は︑

府として何をしなければならんかという政策の問題を第三段階で書

きビジョンを描いただけなのです︒第三段階で︑それらのなかで政

初中と大学に分かれて基本構想をつくった︒それはあくまであるべ

こに問題があるかを出した︒その問題を解決するために第二段階で

よってやらないと第一段階のところのデータは全部見られないわけ

西霞

ントでちょっと見ていただきますと⁝⁝︒

です︒言葉としてこういう問題があったということはこれ︹抜粋答

番骨を折られたところです︒そこへさらに︑今後の改革をしていく

るか︒学校教育は一体何をすればいいのかというところまで戻って

第一ぺ⁝ジ︹答申要注目点︺︑第二ページの真ん中頃までは第一

のに︑財政の問題を含めた長期教育計画という計量的な委員会を開

申書︺にも書いてありまずけれども︑出てきた元になる実証的な検

段階です︒第二段階のところで︑今度はごらんのように︑四十四年

いて︑その問題も最後につけたわけです︒そのへんのところが︑実

やっているわけです︒そこのところが実は︑文章が中心ですが︑一

と四十五年に︑初等教育と高等教育に分かれて二つの委員会が改革

は︑最終的な答申が出たあと実施の段階になったらまったく何もな

討の中身はこちら︹原本答申書︺でないと分からないわけです︒

の基本構想をやった︒これは︑当時大学問題が非常に火がついたも
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されていないという＝誉痛いところです︒
な作文みたいなものですけれども︒

それまではいわば学問的

たことがないでしょうし︑今後ともこういうものをフォローしてい

くデータをつくっていけば非常に意味があるのではないかと思うの

ですが︑これは私どものその当時の関係者の努力でできただけで︑
伊藤

ええ︒

このへんの在学率というのは︑中︑高︑大学︒

その後はほとんど進めていないと思います︒

西田

大学という場合は︑私立も含めて︒

團社会的な条件と就学率との関連を調べる

伊藤

その学校という場合には公教育ですね︒

では︑頭からお願いします︒

伊藤

国公私立を含めて︑正規の学校に在学している人です︒

押藤

一特別委員会は﹁教育制度の外部効率しと︑学校教育制度が社会に

西田

今はやっている専門学校みたいなものは︒

該当年齢人口の何パーセントが学校教育に在学しておったか

どれだけうまく適用しているかという問題をやったわけです︒そこ

伊藤

専門学校は︑いま学校教育の制度のなかでは︑あれは各種学

西田

で︑一番に在学率と経済社会指標との相関分析というのを︑ちょう

西田

冒頭のここのところは︑結局︑これ︹原本答申書︺をときど

どこの頃できましたコンピュータで文部省のデータを全部インプッ

校でしょうね︒各種学校というものは含めていないと思います︒明

西田

トして︑いろんな手法については文部省の統計数理研究所の人たち

治十八年から昭和四十何年までの全体を見通したわけで︑そういう

という比率です︒

にいろいろ指導を受けて分析をやったわけです︒これの部分的な点

古いところになると毎年やれませんから︑五年ごとにデータを拾い

き見ていただかなければなりませんが︑やったことの最初の第二十

を少しずつ見ていただきます︒

上げる形に強くつながっているとか︑国民所得に対して幾ら教育に

のほうだと︑母親の学歴が低いということが逆に女の子の就学率を

びていったことによって当然増えていったという場合︒例えば女子

済関連指標︵中等教育︶﹂参照︺︑例えば︑ある段階までは経済が伸

と︒その結果これに出ておりますことは︹表﹁在学率と各種社会経

か︑学校教育の膨張の度合いをいろんな社会的な指標で見ていこう

て増えてきたのか︒それは戦前と戦後で一体どういう特徴があった

在学者が増えてきた︒その就学率というものはどういう条件によっ

統計のこんな本を買ってきて︒これは﹃多変量解析﹄という本です︒

のなかで文献資料のところに詳しく書いてあるのですが︒その当時︑

析という大変難しいことをやっております︒これは︑実はこの資料

てどういう社会的な条件が働いただろうかを調べるために︑成分分

西田

ないですね︒

くなっていますから︑またちょっと違った統計をつくらないといけ

伊藤

すから︑それでこんなに膨大になってしまったわけですね︒

上げている︒その当時の在学素数を全部統計で調べてやったもので

金を使っているかという割合とか︑そういう格好で︑社会のいろい

これは︑中を開けると頭が痛くなるような︵笑︶︒私も三十年たっ

明治以来一〇〇年間︑中学校︑高等学校︑大学というのはずっと

ろな条件を示している数値というものと就学率との関連をいろいろ

たものですから︑もう一度これを読み直して主成分分析というもの

その次に書いておりますのは︑今度はそういう在学率に対し

現状でいうと︑各種学校というもののウエートがかなり大き

調べたやつがここに載っています︒これはおそらくその後もやられ
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は︑洋服を買いにいったら︑既製服というものは︑A型︑B型︑A

方です︒これは非常に説明が難しいのですが︑一番よくいわれるの

の要素に組み合わせて︑少ない要素で説明をしょうという分析の仕

増えたから︑それは全部絡み合っているわけですね︒それを幾つか

を調べる場合に︑例えば経済がよくなったから増えた︑親の学歴が

本で働いている︒日本は︑ご承知のように︑義務教育の就学率がほ

いう一つの機能がある︒これが︑明治以来︑戦後まで非常に強く日

いう︑学校段階別のバランスをとりながらそれを膨らしていこうと

けれども︑進学率を押し上げていくときに︑小学校︑中学︑大学と

というのは︑いろんな経済とか社会とか親の学歴が絡み合っている

その分析で︑一つは段階発展成分というファクターが呂てきた︒

析が洋服なんかをつくる場合にもできているのです︒経済の場合も

B型とありますね︒あの型を決めたのは何でやったのかというと︑

とんど一〇〇に近くならなければ中等教育なんか増やさなかった︒

を見てみて︒これは︑さまざまな関連した社会的な条件がある︒そ

やはりこういう成分分析でやったわけです︒その人の体重︑身長︑

中等教育が戦後六割を超えたときに高等教育がふえ出した︒その段

それをやってみますと︑結論としてそこに四つ書いてあります︒

首回り︑胴回り︑ウエスト︑さまざまな変数があるわけです︒それ

階的なやり方︒これは戦後の後進国なんかではそうでもないのです

ういうものがどういう絡み合いで進学率を押し上げたかということ

らのなかから少数のファクターで体格というものを定義する︒そう

ね︒逆立ちしていて︑大学からやっているところもあるわけですね︒

初等教育の就学率はろくにいっていないようなところがあるのです︒

すると︑A型の人というのは︑背の高さ︑それから胴回り︑その二
つだけで全部組み合わせて大体洋服のタイプが決まる︒そういう分
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臼本は下からやっていった︒そういうのが一番強く働いている︒

に大学だけをつくるということはやらなかった︒

本当にそれは政策として意図してやったことかどうかという

ことはちょっと疑問がありまずけれども︵笑︶︒

伊藤

とかという︑社会のさまざまのファクターと〜定のバランスをとり
西照

その次に︑均衡発展というのは︑経済とか︑社会とか︑親の学歴
ながらやっていく︒そういう社会的な条件と均衡をとりながらやっ

は本文のなかで出ているのですけれども︑ここにこういうグラフと

経済が落ち込んで貧しいから︑親の苦労を子どもにさせたくないか

で専ら動いている︒ところが︑戦後に一番顕著なのは現状離脱成分︒

わけです︒戦前の女子教育の振興なんていうのはそういうファクター

大学へやろうかというのが働いてきた時代︒これは戦前からもある

という学歴志向成分︒金ができたからうちの子も学校へやろうか︑

がありますのは︑特に戦後︑親に金ができたからよけい学校へいく

あとの二つは力としてはだいぶ弱いのですけれども︑非常に興味

二〇歳を中心に調べてみたら︑この一〇〇年間の闘に男女の学歴差

その場合に特に︑これは意図的ですけれども︑男は二五歳︑女性は

何年まで一〇〇年間くらい︑男女別の就学率を調べてみたわけです︒

励すべきだというものがあって︑まさしく明治十何年から昭和四十

女の子が学校へ来るのかということについての疑問なり︑それを奨

けです︒お嫁さんになるのにそんなにいかなくてもいいとか︒なぜ

んだって女︑の子が学校へいくんだ﹂ということをいう人がおったわ

して出ています︒戦後︑急速に学校がのびていた頃ですから︑﹁な

三番目に︑﹁男女学歴の均衡﹂︹図版参照︺というのが︑これ

ていくという一つの傾向が出ている︒

ら︑無理をしても学校へやろうという働きが︑戦後においては特に

の平均値というのはほとんど一定なのです︒これは学歴均衡の一つ

の︑男が大学へいきだしたら︑女性は短大にでもいこうかと︒短大

顕著に出てきている︒

どの時代にどういうファクターがどのくらい強く出たかというの

西田

俘藤

一九五〇年から六〇年のあいだに︒

これは戦後です︒

逆転している時期があるじゃないですか︒

へいくのなら︑高等学校へいこうかと︒

の教育発展というものを︑常識的に見ている以上に︑多少とも世の

鋼藤

男性のほうが急速に伸びていって︑女性のほうが後から追い

が︑一応ここでは計量的な表として出ております︒こういうことは

中の動きというものと結びつけて解釈しようとした︒こういうもの

西田

一つの数量的な興味だといえばそれまでですけれども︑日本の過去

が委員会で出てきて︑これが今後の学校教育の膨張にどう絡むかと

追いついて︑追い越しているじゃないですか︒

ついているわけですね︒

伊藤

一時置にここではですね︒女性のほうがこの辺からガーンと

いうことを後で検討することになったわけです︒
伊藤

西田

始まった当初は男性のほうがいって︑女性はなかなかついてこれな

一時期︒

我々が日常的にこういうことがあるのではないかと考えていること

上がりだしたわけです︒ここは戦後でしょう︒それまでは︑学校の

西田

かった︒ここで追いついた︒これからは約三︑四〇年ずっと一緒で

いってみれば裏づけですね︒ウエートのつけ方といいますか︒

はかなりはっきり出てきて︑その効き方が︒

かしそうはいってもバランスということを考えていることで︑下の

すね︒

効き方が定量的に出てきているわけです︒一番強いのは︑し

学校が充実しないうちは上はまだやたらにつくらないという政策的

伊藤

平行線を辿るということですね︒

なものが非常に強く働いておったということは確かだった︒やたら
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西田

何だかんだと言っても︑要するに男性と女性の適齢期の人が

バランスのとれた相手を見つけるため︑社会的な一つの均衡がとれ
非常に自然にそうなっているわけですね︒

ているのだろうと︒

伊藤
これも発見したときは大変おもしろがって︑︑喜んじゃった︒

e
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西田

誰もそんなことは知らなかった︒やたらに︑﹁女はなぜ学校へいく
んだ﹂なんていってみたってしょうがないよね︒すべての親の意識

ノ

4

2

75

の平均値がこうなっているということですね︒
おもしろいですね︒

これが一つ︒その次に上級学校への⁝⁝︒

伊藤

西田

いや︑四番目に﹁幼稚園と保育所の収容率﹂というのがあり

t

50

早藤

そうそう︑これは九六ページ︹﹁府県別幼稚園・保育所収容

4

6

i

ますよ︒

西田
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8

40
35

25

100906
75 50 25
（注） 資料No。1 ＿12参照

1960
1950
1940

30
23 28 33 38 43 4 9 14 5 10 15 20 25
一明治一一一→i←一大正一→｝←一一一一一一昭和

ρ

〆

10

223

5

府県鋼幼稚園・保育所収容率（昭和41年）
図1・A−4
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男女の学歴の均衡
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2003年2月27日
一
髄

ああ︒

ているのですね︒

順番に並べて保育所をこちらにやると︑両方足したら同じようになっ

並べてみたら︑幼稚園で就学率の多い県から一番少ないところまで

めて一緒に考えなければいけないと統計をとってみたら︑府県別に

せんでした︒

けれども︑役所が違って︑答申が出ただけでは︑これは何も動きま

この答申のなかには︑かなりそういったことを提案しているのです

うまく一体的にできないのかというのが課題だったのですけれども︑

ほうにも学校としての資格を与えるようにできないか︒なぜそれが

幼稚園も夕方まで保育してくれるようにならないかとか︑保育所の

食ったらもう帰ってくるというので︑親の助けにならない︒だから︑

こちらのほうは託児所みたいなもので学歴にならないという負い目

小池

一番上はどこですか︒

伊藤

率︵昭和41年︶﹂︺︒幼児教育をどうするかというときに︑文部省と

西田
これは香川ですか︒

があるとともに︑幼稚園のほうは︑いまいったと思ったら︑昼飯を

伊藤

香川県というのは昔から教育熱心なところで︑幼稚園をやた

しては保育所のことはあまり関心なかったのですが︑そのときに初

西田

ないですか︒

ハハ門門ハ︵笑︶︒しかし︑今また問題になっているのでは

らにつくったのですね︒

所澤

いま凄く問題になっていますね︒今は︑幼稚園はガラガラな

伊藤

んですね︒保育園のほうは満杯で︑あふれて待っている状態です︒

そうですが︒兵庫︑大阪と続いて︑徳島か︒突然神奈川が出

てきまずけれども︑大体トップのほうは西日本ですね︒

つまり︑お母さん方が働きだしたから︑幼稚園では間に合わ

いま幼稚園は人集めに必死でしょう︒

西田
揮藤

そうですね︒

香川県というのは︑よく学力調査でも全国でトップをとった
でも︑これは長野県でしょう︒

所澤

毎朝︑バスを持ってきて︑子どもをさらいにいきますものね

西照
伊藤
一番ビリです︒

西田

なくなってきたわけですね︒

西田

長野県というのは教育県といって⁝⁝︵笑︶︒

りしたことがありましたね︒不思議に熱心なところなんです︒

伊藤

だけれども︑幼稚園をつくるより︑保育所のほうをつくって

でつくったら県が金を負担しなきやならない︒厚生省から補助金を

だから︑県の財政上からいうと︑文部省で幼稚園をつくるのに公立

しまったわけですね︒保育所のほうは厚生省が補助金を出すんです︒

西田

揮藤

伊藤

進学希望の阻害要因︒

の次に︑これは育英翻度と関係があるのですが︒

西田

これも非常におもしろがってやったのですが︒

私のマンションだって︑三種類くらい幼稚園が来ますよ︒そ

そんな感じですよ︑本当に︵笑︶︒

︵笑︶︒

西田

もらってやったほうが楽だという考え方もあるでしょう︒だから︑

伊藤

ええ︒では︑これをもう少し綱度として一体的にできないか

一応ですね︒

均等なんて気安くいうけれども︑実際にみんなが均等に学校へいけ

因の数量化︵昭和43年︶︵中学校←高等学校ご参照︺︑教育の機会

にこういうグラフで出ていますが︹図版﹁進学に影響を及ぼす諸要

一三〇ページ

右のほう︹保育所︺はでこぼこですけれども︑これが一つのバラン

西田

ているのかどうか︑それを計量的に分析してみよう︒この手法は︑

スがとれている︒

というのが一つの課題になったわけです︒結局︑幼稚園は学校だし︑
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伊藤

所澤

有名な方です︒国民意識調査なんかもやっている︒林先生が

有名な方ですね︒

はあ︑僕はちょっと知りません︒

いうものを全部やって︑いった人といかない人の割合がどういうファ

子の親の学歴︑家庭の所得︑そういうものを調べたわけです︒そう

た子と︑やめていかなかった子︑それから大学にもいった子︑その
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進学に影響を及ぼす諸要因の数量化（昭和43年）
（高等学校全日欄普通科→大学）
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西田

クターによって支配されているかと︒

職営

統計数理研究所の林知己夫先生が開発した方法です︒

開発した特別な数理解析の方法でして︑林の数理方式の何とかとこ
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こ︹原本答申書︑一二九ページ︺に書いてありますが︒つまり︑全

収入

1．24

地域

0

（注）

サンプリングでやった︒その膨大な分析を数値解析の方法で

進学に影響を及ぼす諸要因の数量化（昭和43年）（中学校→高等学校）
性別

図1・D−6

西田

図1・D−5

学者の割合になります︒これは単なる強さをあらわしている数値で

せないと︵笑︶︒

伊藤

ちょっと待った篇ということになる︒

兄弟順位で一番目がいいのですか︒

す︒どういうファクターが進学率を押し上げ︑どういうファクター

明治時期はそうですね︒

伊藤

が平均以下に押し下げているか︒ごらんのように︑中学から高校の
所澤

性別の差がひどいですね︒

やりますと︑結果としてこういうグラフができたわけです︒こちら

場合には学習成績です︒学校の成績のこれくらいの人が断然こんな

西田

最初は昭和四十三年ですね︒

一番︑やはり長男はよくいかせる︒二番︑三番は︑﹁おまえ︑

に強くいっている︒これ以下の人はダーツといっていない︒これは

伊藤

じゃあ︑もう四十三年頃はそうかも知れない︒昭和三十五年

西田

まあ︑あたりまえのことです︒

所澤

のほうは中学から高校へいった人︒軽ん中の線というのは平均の進

まあ︑そうですね︒入試がありますからね︒

くらいまでは︑一番上の子は一所懸命金を稼いで︑二番目からいく

そうですが︒古い時代でいえば︑一番目は跡継ぎだからいか

伊藤

それ以外に︑親の収入が高い人と低い人︒それで︑何番目の

というのが東京は結構多かったような印象ですけれども︒

点︺には書いていませんが︑その前に︑その人が住んでいる場所が

一番目の子どもか︑三番目の子どもかによって違って

西田
子どもかね︒

は︑はあ︒

日本のどの府県にあるかと︑その府県によって︑非農業県はこんな

これは個人の家庭状況を中心とした調べ︒これ︹答申要注臼

伊藤

親の学歴が大学卒のように高い人と低い人で︑これだけ促進

西田

西田

に進学率が高い︑農業県はこんなに低い︒ズラーッと並んでいるで

くる︒

したり阻害したりしている︒これは中学から高校ですが︑大学にな

しょう︒それほど︑機会均等といっても状況は違うのだと︹図版

先生︑秋田は最低のほうですよ︒

﹁進学率と非農業率︵昭和42年ご参照︺︒

りますと⁝⁝︒

小池

それはそうですよ︑そうだと思います︒まったく農業県です

これ︹図版﹁進学に影響を及ぼす諸要因の数量化︵昭和43年︶

︵高等学校全日制普通科←大学と参照︺は高等学校から大学ですね︒

伊藤

伊藤

これは普通科ですよ︒

からね︒

普通科の高等学校から大学の場合になりますと︑学業成績で

西田

西田

茨城︑山形︑新潟︑秋田ですかね︒

こういう直線上に乗っているわけですからね︒

は︑いいからといってうんといくよりも︑だめだというのでいかな
いほうが多いのですね︒いいものはわずかで︑その強さよりも性朋
による差が強いのですね︒親の意識として︑男の子はいかせるけど︑
女の子はいかない︒それから家庭の収入などがここにあるでしょう︒

東京なんか︑あふれるほど外に鐵ています︒
外に出ちゃっていますね︒

東京だけは外れて

こういうデータを出して︑委員さんは非常におもしろがって

出るものですね︒基本的に一直線ですね︒

しかし︑きれいに出るものですね︒

o

やはり何万円以下というものはいかない︑上はいっている︒それか
ら親の学歴︑父の学歴︑母の学歴も︑それがどの程度の強さで阻害
しているか︒こんな表も︑おそらくこのとき以外〜度も出てきたこ
とはないでしょう︒

耀薯當羅雀
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00

い る︒

伊藤

こんなに収敏するとは思わなかったな︒これが四十二年の段
ええ︒ここ︹原本答申書︑一一五〜一二三ぺ！ジ参照︺では

階ですからね︒

西田
省略しましたが︑あと社会的なあれで︑学校へいった人間を世の中
がどう評価しているかとか︑そういうことも書いてあるのです︒そ

y

o京鄙
o北海道。静鱒

●広島

100％
95

90
85
80

75
70

●福井

r質。，745

非農業率

こういう統計をつくられたわけですね︒

をとっているというのはおもしろいと思うのですが︒
伊藤

團学校教育の申身について

一応︑外部効率という形のほうはその程度にしまして︑次に

といっていますが︹原本答申書︺︑教育の中身のほうはどういう傾

向があったかと︒小・中・高等学校で一体どんなことを教えること

になっていたか︑その教科の中身が年度によって非常に変わってき

たというのが一四〇ページに出ています︹図版﹁初等教育︵戦後は
伊藤

ええ︒これが初等教育の教えた中身で︑ここのところの最初

そんなに変化するものですか︒

義務教育︶における教科等の時間配当の変遷﹂参照︺︒

西田

が国語ですか︒だんだん中身が細分化されて細かくなってきたわけ

ええ︒でも︑やはり国語と算数というのが主流ですね︒読み・

ですね︒

伊藤

西田

これは初等教育ですね︒

このへんからずっと諸々のものが出てきています︒

書き・そろばん︒

伊藤

り増えてきていますね︒

初等教育です︒これで︑明治六年から昭和三十三年までです︒

でも︑外国語は減っているのですね︒

西田

伊藤

減っているんですね︒しかし︑体育といった場合には︑中等

十九年から︒下のほうからこれが増えてきたのですね︒体育がかな

﹁中等普通教育機関における教科等の時間配当の変遷し参照︺︒明治

この程度の変遷があるわけですね︒中等教育はこちらです︹図版

資料No．1−66参照

●埼玉

o群謁
●敷田

o大販

西田

o愛飼1

れなんかは︑問題というよりも︑結果的におもしろかったというだ

簿奈川

兵庫

今度は内部効率で学校教育の中身のほうの問題︒最初に︑教育理念

o奈良

けで︑ここでは一々取り上げませんでした︒男女の均衡がバランス

o滋賀
●島娯

◎千葉
o構木
鹿児謁
●

（注）

小池
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実習は物凄い減り方ではないですか︒
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教育のときには軍事教練というのもあったでしょう︒

西田入っているでしょうね︒それから︑これ︹図版﹁中等実業教

育機関︵工業︶における教科等の時間配当の変遷﹂︺は申等の実業

学校︑工学における教科︒こういうなかでは︑やはり初めは実習が

多かったのですね︒だんだん授業科目が講義中心になっていったの
伊藤

ええ︑最初は実習が凄いですね︒大学の場合には︑これ︹図

です︒こんなにひどく変わっています︒

西田

版﹁大学・短期大学の在学者の専攻分野の割合の推移︵昭和34〜42

年︶﹂︺は専門分野別の学科の專攻分野の割合の推移です︒まあ︑文

科系︑理科系というのが大雑把なあれですが︑それほど顕著ではあ

そうですね︑一直線みたいですね︒昭和四十年から四十二年

りませんけれども︒

伊藤

にかけて︑短大では理科系が増えているのですね︒あ︑その他が増
えているんだ︒

高等専門学校が増えたという○
短大って高等専門学校︒

高等専門学校は短大なの？
最後の二年︒

それを含めていましたかね︒それから︑

主要国における教員のなかで女性の割合がどうなっているかという

八％︒

伊藤

ですから︑ここは三九年ですからね︒

ピークになったのは戦中期ですよね︒︹一九︺四九年がここ

一つの統計がありまして︑日本ではずっと横になっている︒これは

初等教育と中等教育ですが︑初等教育では霊魂はぐっと下がって四

教員の割合 ︹図版﹁主要国における女子教員の比率の変遷﹂参照︺︒

一五一ページに女子

高等専門学校なんてどこに入っているの？
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の上級部分と中学校をつける︑中学校と高等学校をつけたらどうか

とをやり始めようとしているでしょう︒・だから︑いっていたことが

とかね︒中・高一貫︒

ですから︑採用試験はどうも︑実はコントロールしている県

西田

中・高一貫は盛んに最近いっていますね︒

所澤

割が違うような形のバランスをとりたいという気があるのでしょう
伊藤

そういうことがやはりこの発達段階という形で︑いろいろな

いろいろなところでいままた蒸し返されているわけですね︒小学校

ね︒特に︑幼稚園なんかが伝統的に女性の保母さんばかりでしょう︒

西田

が多いらしいですよ︒

これがやはり幼児教育のしつけとしてはよくないんだということで︑

調査の結果︑ここに違いが出ているという︑これもここでいろいろ

そうでしょう︒学校のなかの雰囲気として︑父親と母親の役

保母ではなくて保父というのができましたね︒今は男性も女性も区

中等教育との分岐点も今のような格好で︒

報告されています︒それから小・中の発達段階ですね︒初等教育と

保育士という名前になりました︒

伊藤

別なしに一本になつちゃったのでしょう︒
所澤

保育士になったね︒子どもにしてみたら︑お父さんがわりの

同じことですね︒

西田

男性の保育士さんにも大変なついて︑おもしろい点があるらしいで
すね︒それはかなり違いがあるようですな︒ま︑これは教育の中身

騒個性尊重教育と﹁先導的試行﹂

かなり国によって女子教育の比率は違うのですね︒
西田

のほうの問題ですね︒

伊藤

違いますね︒その次に︑﹁人間の発達段階と学校体系﹂とい

たらどうか︒先導的試行として︑幼稚園の四︑五歳児と︑小学校の

策の実施の段階で提案されています︒幼児教育のやり方を変えてみ

それをもう一遍考え直したらどうか︒これは︑実はあとの基本的施

いがある︒だから︑小学校と幼稚園の区切りはあのままでいいのか︑

学校のなかで︑六︑七歳の頃と︑三︑四年生とではかなり発達に違

学校の一︑二年生︑六︑七歳くらいの人と非常に近似性がある︒小

いますけれども︑むしろ五歳児というのは︑発達段階からいうと小

結論だけしか書いていませんが︑五歳児というのは幼稚園に入って

西田

伊藤

このときにいろいろな研究者のデ⁝タのなかから︑ここでは

就学前教育と初等教育との関連性︒

けを大事にして︑ほかはほったらかしでということと何ら変わりが

とか︑能力に応ずるとかということでやると︑できのいい子どもだ

の教える側の方法論の研究も何もできないで︑ただコースを分ける

けただけですぐ能力が伸びるというものではない︒そういう意味で

な教え方をするかということが何も分かっていないじゃないか︒分

野を分けたりしてみても︑じゃあ︑分けたものをどんな先生がどん

ろここでいわれています︒それによってコースを分けたり︑専攻分

定義するのか︑そのことがはっきりしていないということがいろい

うものをどうやって見分けるのか︑能力適性というのをどうやって

ずるという形を考え方としては誰でも賛成なのですが︑個人差とい

しろここの研究のずいぶん長いいろいろな報告では︑能力適性に応

一番はやりの﹁能力︒適性に

西田

応ずる教育﹂ということ︒これもこれからの大問題なのですが︒む

三年生までを一本にする︒むしろ上のほうは中学校と一本にしたら

ない︒非常に成熟度の遅い子どもを早めるための教育指導としては

ええ︑問題がある︒その次に︑

う形で一五七ページ︹原本答申書︺︒

どうか︒この頃新聞で見るのですが︑品川区かどこかがそういうこ
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ス別というやり方では何も問題は解決しないのではないかというこ

どんなことがあるのか︑その研究ができないで︑ただ能力別︑コー

しかも︑それをやろうとすると︑単に教育学だけではなくて︑社会

いるのは︑教育の質をよくするためのことは何も分かっていないと︒

るかというのを学問的︑実践的に突き詰めていって︑それによって

学︑医学︑心理学︑全部の学問分野を総合したところがら研究し直

初めて教育改革ができるのだと︒それをやるための先導的試行をや

とをむしろここでは強調しています︒こういうのはむしろ現代的な
所澤

れというのがこの答申の中心になっているわけです︒それをついに

さなければだめだ︒その研究をやって︑その結果どういう結果が出

たぶん︑一九七〇年代くらいに﹁脱学校論﹂とか何かがはやった頃

文部省はやらなかったわけです︒今は実験学校に金を出して︑﹁何

課題だと思いますね︑これからの学校の︒

に︑能力による不平等ということでアメリカで大変問題になってい

かやってみろ﹂といっているだけなのでしょう︒

先生は︑今の発想はどこから出てきたものなのでしょうか︒

ますね︒つまり︑能力の高い子どもに教育投資がいって︑能力の低

伊藤

教育学のほうでもそういう問題発想というのはないのかしら

い子どもに教育投資がいかないから︑結局能力の高い子どもだけが

いま先生のおっしゃったような話が︑僕が大学院に入った頃

緕ｵ九年︺にはずっとあったと思うのですけれども︒そこで結

所澤

ね︒

恵まれた環境にあって︑能力によって非常に大きな不平等を生むと
そうですが︑ああ︒ここでは︑子どもの個人差というものが

いうような議論がなされていたと思うのですが︒

西田

対応の仕方というものを考えるべきではないかということが中心で

意図的に衝突させたグループがあるのですね︒

局︑政治的に機会均等の問題と衝突してくるのですね︒というか︑

あり︑発達段階が違っている︒それに対して学校がもう少し適切な
いわれているわけです︒では︑そこで一挙にすぐ︑コース別︑能力

西田

力適性に応ずる教育というのは差別教育だと︒だから︑平等な教育

その当時の私どもの印象では︑膨大な勢力を持っておりまし

別の分割ということをやればいいのか︒それは安易にやったのでは

た教員組合は日教組だった︒これが真っ向から反対したのです︒能

急に力を伸ばしてくる子どもの年齢というのは︑かなりばら

をすべきだ︒そういうコース別を分けるとか︑能力に応じてとか︑

共産党のおばさんに私が説明にいって︑﹁目的は栄養をつけるはず

つきがありますね︒つまり︑小学校の三︑四年でガーッと伸びる子

だ︒献立が同じではないんだ︒献立を変え︑味付けを変えて初めて

そういうことをやるのは個人の差別だからいけないという︑そうい

西田

栄養がつけられるのだ︒その工夫をするためのものが適性に応ずる

と︑中学へいってから伸びる子︑高等学校へいって伸びる子もいる

ののび方と特性を見極めて︑それに一々対応できるようなやり方を

教育なのであって︑同じ献立を出して︑﹃さあ︑食え︒食わないや

うイデオロギッシュな強い反対があった︒この煎申しあげたように︑

学校は用意できるかどうか︒その場合に︑非常に伸びの早い子と遅

つは勝手だ﹄というほど不親切な親はありません﹂といったら︑

それは一概に論ぜられないわけですね︒だから︑一人ひとり

い子とに対して︑先生がそれにアプローチする仕方自身が変わって

﹁それは分かる﹂というのですね︒だから︑その能力適性に応ずる

教育というのは︑できの遅い子にはそれだけ行き届いた違った方法

こなければならない︒そういう場合にどうしたらいいのかという教
ら︑あとで基本的施策のところで初等教育で一番真っ向からいって

育方法論のほうについては何も開発されていないじゃないか︒だか

わけです︒ここはやっぱり⁝⁝︒

伊藤

だめだぞということをいっているわけです︒

〔一
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ということは︑やはり綿密な実験を経なければいかん︒そのことを

あ︑それをさまざまな能力適性に応ずる人にどんな教え方でやるか

育としては非常に悪いことだ︒これは誰でも分かるわけですね︒じゃ

テルを貼って︑ますます劣等感を持たせるだけだ︒それはむしろ教

分けただけでは︑できの悪いやつは﹁おまえは劣等児だ偏というレッ

でいい教育をするということが一方でなければだめなんです︒ただ

わけですね︒それは生易しいことではない︑自分で開発しなければ

のは一度もないのです︒それを﹁第三の教育改革﹂といおうとした

いて︑自分で開発をして︑これがいいと見極めてやった改革という

をやつちゃった︒あれが教育改革だとみんなが思い込んでしまって

と乗り移った︒戦争に負けたときには︑有無をいわさずアメリカの

わけです︒明治維新のときにはフランスやドイツのやり方を見てパッ

それがついに手が付かなかった︒

ならん︒そのスタートを切れというのがこの答申の主文なんです︒

研究ですね︒

所澤

スタートしろとQ
伊藤

ええ︑研究︒研究体制をつくれというのはあとで出てまいり

そこで﹁先導的試行﹂という言葉が出てくるわけですが︑先

西田

導的試行ということはそれ以前はやることは禁止されていたという
ことになるのでしょうか︒

ます︒

所澤

西田

そのような今の議論はどなたがリードされたのですか︒それ

とも︑全体的に話していると自然にそういうふうに話の方向が定まっ

教育というものは志のある立派な人がやるのであって︑素人がごちゃ

いぶおられましたけれども︑誰がリードしたというか︑人間の能力

西田

は︑私がOECDにいって北欧の教育学者だのいろんな人たちから︑

先導的試行というものは︑前に申しあげたように︑一つのきっかけ

ごちゃいってもだめだということになっていたのですね︒しかし︑

ええ︒それは︑子どもを実験材料に使うのはいけないとか︑

ていったのでしょうか︒

というものに対する物の見方というのは何も教育学者が専門ではな

教育というものは三つの分野の人たちが一緒になって共同責任で新

そうですねえ︑教育プロパーの人というのは委員のなかにだ

くて︑大勢の人がやはり自分の身の回りから見て︑伸びるやつも︑

科学の工場の生産物のように︑どこか実験室のなかで実験をやって︑

しい開発をしなければのびないと︒学問をやっている先生と︑実践

そうなんですよね︒

よかったら生産に移すという形ではだめなのだ︒教育の現場のなか

伸びんやつもおる︒十把一からげではだめだというのは分かってい

伊藤

あとで出てきます先導的試行という問題が出てきたときに一

家の現場の教師と︑それを制度として取り締まっている行政官と︑

西田

で︑特別な条件を設けて︑そこでやらなければならん︒それはあく

る︒だけれども︑それを教育の問題としてどうするのかということ

番しみじみと皆さんが感じましたのは︑この答申は第三次の教育改

まで深い川を溺れずに渡るような一つのパイロット・エクスペリメ

それが一緒になって共同責任でやらなければものは動かない︒その

革だと︒第一は明治維新︑第二次は敗戦のとき︑今度は三次だ︒な

ントだと︒それを先導的試行と訳したわけですね︒私がOECDに

になると︑丸っきり具体的な提案がないわけですね︒﹁個性を尊重

ぜだといえば︑第一次も第二次も︑教育改革ということは︑どこか

いったときに受けた印象から︑そういう形でこの答申をスタートし

ことで三位一体という考えが出てきた︒しかも︑その改革は︑自然

の国でやっているよいやり方をボーンと真似て︑その臼からそれに

なければならんということを考えたわけです︒今の能力適性に応ず

する﹂といっただけで︑何をしていいか分からない︒

乗り換えることだと︑日本人はそういう考え方になつちゃっている
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る教育というのも︑口を開けば今だって誰でも皆いうのですけれど

それともう一つ︑どなたかにお話ししたと思いますが︑私の一つ

立道

田幾多郎先生の公開講演会があったのですね︒なぜ西田さんがあん

出て大学へ入ってしばらくした頃ですが︑東京の日比谷公会堂で西

の個人的な思い込みとしては︑昭和十三年か十二年頃︑高等学校を

聞いてなるほどと思うのですが︑我々が昔から本などで読んで聞い

なところへ出てきたのか知りませんけれども︒これは﹃西田幾多郎

も︑これはいうべくして実際はなかなか難しいことなのですね︒

ていた話では︑学習指導要領の改訂をして︑昭和五十年くらいでしょ

全集﹄を見ても載っていないのですが︑そのときの先生のお話が︑

今の先導的試行のことで︑先生がいまおっしゃられた内容を

うか︑理科で探究の過程とか何かそういうものを導入してやってみ

ているものがだいぶ違うというふうな形で︑たぶん︑その説明をし

を聞いていると︑理由は同じかも知れませんけれども︑背景になっ

明を書いたものを昔読んだことがあるのですけれども︒先生のお話

そういうことがあって先導的試行を制度上可能にしたのだという説

に手をつけていいか分からないので改訂がうまくいかなかったと︒

いうことを試しているところはどこにもなくて︑全然どういうふう

学問のやり方というものだけでは︑東洋の学問はやはり太刀打ちで

発されていない︒それを抜きにした︑結論にポッと飛びつくような

ための方法論について何らの解析とか学問的な方法というものは開

られているのか︒これは︑東洋の学問には︑その学問の結論に至る

に東洋の学問が圧倒されて今の科学技術の進歩という形で押しまく

直感と理念というものがあるけれども︑どうしてヨーロッパの学問

学問と西洋の学問を比べてみて︑東洋には東洋なりの鋭い捉え方と

﹁学問的方法について﹂という題でした︒結論は︑要するに東洋の

た方は在野の方ですから表面的な理解なのかなという感じを受けま

きていない︒教育の場合も︑教育の方法論を抜きにした教育の嗣的

ようとしたときに︑実は︑やってみたらどういうことが起こるかと

した︒

わけです︒教育の実践の場面でどうやるのかということはなかなか

ところになると︑専門家の人はみんな︑﹁分からん﹂とおっしゃる

西田

とは誰もいわない︒そのことがこの答申のなかで私の心のなかにい

ことをいったら︑﹁賛成﹂という︒その次にどうするのかというこ

みても︑どうしていいか分からない︒﹁能力に亦ずる教育﹂という

論というのはまさに不毛の議論であると︒﹁個性の尊重﹂といって

この答申でいろいろ専門家の意見を聞けば聞くほど︑肝心な

いっていない︒前にも申しあげたと思いますが︑企画室長だった犬

をしたらいいかという方法論のことは何もないというのです︒答申

にある︒教育の目標論です︒その目標に達するためにどんなやり方

ているのは︑どういう教育をすべきかということの答申は山のよう

諮問と答申を全部調べてくれた︒彼がいったなかで非常に印象に残っ

の問題が挙がってくるわけです︒それが答申の非常に中心におかれ

西綴

なければできないでしょう︒

にしても︑そういう意識をもった︑ある程度まとまった先生集団が

教える先生の側の能力の問題が一番大きな問題ですね︒実験をやる

伊藤

つもありました︒

に一つもないし︑その研究も行なわれていない︒だから︑目標論を

ていることなので︒そのときに︑一番は︑そんなに月給が安くては

丸︵直︶君が︑この答申をやるときに︑明治︑大正以来の文部省の

掲げて方法論がないということが教育の内容の進歩を妨げているこ

ばかばかしいと人が来ないから月給は上げうと︒月給を上げて︑素

教育の対象になる学生・生徒の能力の問題もさることながら︑

となのだ︒犬丸君の報告のときにも︑そのことを非常に私どもは肝

それはあとのほう政策のところで︑教員の養成の地位と待遇

に銘じたわけです︒
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おもしろいのだと︒そういう状況をつくることが有能な青年が来る

とがやれるのだと︒これは会社でモノをつくっているよりも物凄く

しいアイデアで︑特別な条件で︑金と予算がついて︑おもしろいこ

に来るためには︑さっきいった先導的試行という形で︑まったく新

にいろいろな人があそこが本当に生き甲斐のある仕事だとして教育

のは怠け者だから︑これを待遇的に差別すべきだ︒その次に︑本当

した人としない人が地位・待遇で何も変わらなければ︑人間という

所澤

だから︑私が物理の授業をやっていて︑教育実習のときにあ

そうですね︒

ても︑そこの先生に任せきりで︒

力なんていうのはほとんどないわけです︒教育実習で学芸大学へやっ

すから︑その付属学校にいって教育の実践的な研究の指導をする能

しい学芸大学の先生方がほとんど教育についての体験がないもので

ね︒そのときから師範学校のいいところが全部つぶれちゃって︑新

とがない︒そういうもので学芸大学の首脳部ができてしまうのです

の実践の経験もなければ︑教育というものについての勉強もしたこ

た新制大学に学問的に迎えられるほど偉くはないけれども︑形式上

最大の原因だということが答申のなかに書いてあるんです︒だから︑

西田

質的にいいのが来たら︑勉強させなければ伸びない︒一生の勉強を

それがいい教師をつくる︒イタチごっこですがね︒来てからやれる︒

るクラスの担当をして︑そこへ預けるというから私は一緒にいった

一つの資格を持っている人が学芸大学にたくさん入ってきた︒教育

こんなことをやれるのはおもしろいじゃないかという形で︑若い人

わけですが︑大学のほうから来た先生がそういう実習場面でも発言

するための再教育機関というものをつくる︒だけれども︑その勉強

というのはそういうところへ飛び込んでくるものですね︒

をしたり指導したりすることはまったくないのです︒そのことをし

術はこうやってやるもんだしといって︑八○歳のおじいさんでもやっ

例えば大正の自由学園︹一九一二年︑羽仁もと子・吉一によ

て見せるわけですよね︒学芸大学の教育指導法の先生が︑付属の先

伊藤

生に︑﹁数学の嫌いな子にこれから好きになる授業をやって見せる

みじみ感じて︑前に申しあげたように︑私は聾教育の専門家になろ

から︑見ておれ﹂とやれる人がいるか︒それができなければ本当の

り創立︺とか︑小原︹国芳︺さんのあれ︹玉川学園︺とか︑いろん

大の付属学校が実験校なのかどうかという問題があります︒そこの

実習ではないでしょう︒

うと思って︑京都大学へ内地留学させてくれ︑生理学と心理学の勉

問題がたぶん絡んでいて︒大正自由教育のときは︑師範学校が実験

しかし︑教育学部には教科教育法という講座があるじゃない︒

なそういう先導的な教育︑成功もあるし︑失敗もあるのですけれど

校として機能したのですね︒ところが︑戦後のいろいろな改革のと

傍藤

ありますよ︒

強からやり直したい︒医学部の教授は威張っているというけれども︑

きには︑たぶん国立大学の付属学校はほとんど機能していない︒で︑

小池

私も物理を教えているから教科教育法をやれといわれたんで

も︑それが公教育のなかではちょっと縛りがきつくてできないわけ

完全な進学校化してしまうのですね︒

所澤

そうですね︒

西田

教授は︑実習の病院へいって臨床医学をやるときには︑﹁盲腸の手

偶藤

学芸大学というのは︑戦後のものをつくったときに私が大阪

でしょう︒

西田

す︒そんなもの私は習ったことないし︑分からんといったけど︒

師範学校の付属学校がどういう位置づけなのか︑戦後︑国立

学芸で経験しましたのは︑旧制師範学校からの非常に力量のある先

所澤

教科教育法の専門の先生が教育教養学部にポストを持つよう

生方が研究業績不足で全部ほっぽり出されてしまった︒新しくでき
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になったのは︑修士課程をつくってからあとなのですね︒それ以前
伊藤

した人自体がいないのですよね︒

験のない人を入れていたというような状態ですね︒だから︑今でも
伊藤

小池

もう一つは︑そういうことを研究しているように見える人た

そういう研究があってしかるべきだと思うのだけど︵笑︶︒

分かってくれたらありがたいなあ︵笑︶︒

なぜこの子は数学が好きで︑この子は嫌いなのか︒

は︑結局︑教科専門の人がポスト待ちで︑たらいまわしで現場の経
教科教育法の専門の先生がいないところがたくさんある︒実は︑専
所澤

いということが非常に多いですね︒

門家を養成している機関がほとんどないんです︒広島大学と筑波く
教育の方法論についての研究がろくにないからですよね︒

小池

ちがいるのですけれども︑書いた論文を読むと︑論文になっていな

そうなんですね︒

ね︒

らいしかない︒

方法論の専門家が教科教育法になるわけでしょう︒

西田

能力に応ずる教育でそんなことが出てきました︒

教科教育法に関しては︑業績のあり方が非常に難しいですよ

そうですね︒

えば︑中学生とか高校生にとっての物理学というのはどういうもの

先生でも︑実際に模擬授業を学生にやらせて見ているくらいで︒例

生だとかがいるという話なのですけれどもね︒もう少し気の利いた

説明している先生だとか︑小学校の教科書を読んで聞かせている先

所澤

西田

偶藤

ですから︑今でも大学の教科教育法の授業では︑指導要領を

とても難しいことです︒

別ですね︒

槻藤

なかの文章のなかに非常にデータをいろいろ挙げて懐疑的に書いて

すね︒こういうものの教育がやれるのかどうなのか︒これが︑この

特に創造性の開発です︒これは現代でもワーワーいっているわけで

をどうするか︒英才教育なんていうけれども︑本当にどうするのか︒

伊藤

懐疑的ですか︒

あります︹原本答申書︑

西霞

そういうことを気楽にいうなと︒創造性の教育なんて︒

今の能力のところで︑そこに挙げてありますのは︑学級編成

では︑次へいきましょう︒入学者選抜︑これはまあ︒

團入学者選抜の基準

かとか︑そういうレベルのことを研究していて︑そういうことを踏

西田

しかし︑懐疑的に書いてあるにもかかわらず︑その当時の新

聞等を読むと批判的ですよね︒それは誤解されたということなので

六六〜一六七ページ参照︺︒

まえて教科教育法の指導を考えている先生はほとんどいないという

小池

しょうか︒

取り上げていること自体がいけないのでしょう︒

西圏

伊藤

いや︑誰も答申なんか読んでいないわけですよ︒名前だけで︑

本当にどうするのかしらね︒

所澤

西鐵

できない子にとっての算数と︑とてもできる子にとっての算
数というのは全然見え方が違うと思うのですけれども︑それを研究

だから前途多難ですよね︑これ︒能力に応ずる教育なんて︑

のが現状だと思います︒

なんです︒

科的な思考ができるように教育できるかということとは全然別な話

を通じて︑ 小・中学校でどうやって理科に対して興味を持たせ︑理

霞分が物理学の知識があるからといっても︑物理という学問

西伊西所西
田藤田澤田
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﹁あ︑差別教育だ﹂というわけです︒

能力的な優劣というものが一番信頼性がある︒その次に︑ピンから

キリまである高等学校で︑学校単位の評価の水準にばらつきがある

でも︑これは民間といいますか︑要するに︑幼児英才教育な

伊藤

いか︒その補正の方法として︑広域のテストというものをやる︒そ

じゃないか︒それを補正する方法がないとうまくいかないんじゃな

いま凄いですね︒

の組み合わせによって妥当な選抜ができるのではないか︒個々の適

んて盛んに宣伝しているじゃない︒
小池
ねえ︒

性を調べる場合に︑現在のテストによってどれだけ問題が解けるか

伊藤

西田

というアチーブメントテストと︑あの当時アメリカが持ち込んでき

今から三〇年以上昔にやったことが︑ほとんど今もまだまだ

未解決の問題ばかりですね︒

明治の初めから︑どの時代にどんな選抜方法をとったというのを文

四四ページ︹原本答申書︺から︒これも企画室長が調べてくれて︑

予測する上に非常に信頼の高いものができる︒そういうことが一応

テスト︒そういうものを組み合わせてやれば︑入ってからの成績を

ことをいっていましたね︒将来のアプティテユード︵適性︶を見る

ました︑今の問題解決能力だけではなくて︑あの当時は適性という

書で拾ってあるんです︒これをまともに読めば︑要するに試行錯誤

このときにこういうグラフに書いてあるわけです︒何と何とを組み

﹁入学者選抜︵制度︶﹂は︑これはかなり力を入れたのですが︑四

の繰り返しであったということだけははっきりしているわけです︒

的に入る権利を持つべきかと︑いわゆる選抜妥当性という問題があ

入る資料を見たかぎりでは︑入学者選抜というのは︑どの人が優先

一ぺ⁝ジのほうにあります︒この委員会としては︑この段階で手に

伊藤

偶藤

これはいい加減なんですよね︒

からの成績というのが実は大変問題なんですよ︒

西田

そうですね︒

ええ︑入ってからの︒これをやるとご誉難しいのが︑入って

相関性を考えているわけですね︒

合わせたら入ってからの成績ともっとも関連性が高いか︑こういう

りますね︒その人がその学校の教育を受けるのに一番ふさわしい適

所澤

大学の先生の評価の仕方というのは︑基本的に気ままで︑ま

つい最近だけを見たってそうですよね︵笑︶︒

応性を持っているかということを見るのが目的のはずでしょう︒そ

西田

偶藤

うすると︑入ってからの学問的な修業が身に付きやすい︑そういう

ことにそのへんがお粗末な点がある︒その日に思いついた問題で︑

研究がある︒

用意ができているかということをどこまでより正確に見分けるかと

あれを解けないやつはだめだというようなことをいっていたら⁝⁝︒

最後に︑能力判定資料の妥当性の結論というのは本文の一七

いうことを能力判定の妥当性といっているわけで︒この妥当性の議

しかし︑それをしゃにむにやってこういうものをつくったわけです︒

西田

論という問題は非常に難しいわけで︑結局︑それを判断する材料と

現在の段階でこれ以上うまくいかないとすれば︑高等学校のそれが

も関係しまして︑高等学校の内申書を非常に尊重して︑それによっ

しては︑本人が高等学校時代にどんな成績をあげておったかという
いしかないわけですね︒この段階で少なくともいっているのは︑い

て優劣の判定をするといったら︑その委員会で反対したのは高等学

一番信頼性がある︒その当時に私は大学局で入試の改善の委員会に

ろんな研究者が出したものを全部総合したところ︑結局一番基礎資

ことと︑そこで行なったテストでどういう成績だったか︒そのくら

00

校の先生なんです︒そんなことをしたら︑今はそういうものを使わ
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料として大事なのは高等学校の調査書だと︒それによっての個人の
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れないから公正に書いているけれども︑それが選抜にかかわるとなっ

伊藤

たまらないんだ﹂と︒そうなると改善のしょうがないだろうと︵笑︶︒

それは︑親は先生のところにいろいろ持って行きますよ︒
伊藤

これもしかし︑やはり本当は研究が足りないですね︒

だと︒侍の文化だという︵笑︶︒

西田

これはまた二度も三度も出てくる︒おしまいのところで︑基

そうですね︒合格発表の掲示板の前で泣く人︑胴上げする人

たら︑どう作為されるか分からない︒まあ︑それを聞いてがっかり
伊藤

先生のほうも︑確信のある評価をしないで︑そういう点でお
西田

︵笑︶︒

手盛りを勝手にやるかも知れんからやめてくれというわけです︒

西田
それはある意味では理解できるね︒

本的な施策のなかで入試選抜の改善というのが出ています︒最終的

しちゃったんですよ︒

伊藤

でも︑現実に東京の高校の入試で内落書を導入して︑中学校

それで落ちた人間が浪人になるというところがまさに日本的

所書

体的なやり方の研究を進めるようにしろ︒それの協力がいつまでも

な結論はあとに出てきますが︑高等学校と大学とが一緒になって具

できないで︑こうやればいいというよりいい方法が分かっているの

はかなりそういうふうになったわけですね︒

に個々の学校がやらないのならば︑必要な場合には国が法的措置を

そうだと︑何をかいわんやだね︒高等・学校による格差がある

じゃないかと︒それに対して私は︑﹁格差があるのは︑いま内申書

西田

とれと提案しています︒その前提としては︑入学者選抜制度という

のは日本の学校の中で各学校段階の間の生徒の引渡しを決める一つ

を使わないから格差があるので︑東京大学は内申書だけで選ぶといっ

アッハッパッハッ︵笑︶︒

たら︑一番できの悪い高等学校ヘワーッとみんながいくだろう﹂と︒
一同

の重要なものなので︑選抜制度というのは一種の学校制度だという

そこでトップをとったほうが入りやすいからね︒有名校にいっ

護照

これがいいということの総括的な結論が出たら︑それを全体にあて

わけです︒それを個々の学校が自分の好きなように勝年・にやってい

ハッパッハッ︑まったく分かります︵笑︶︒

はめるということは学校制度としてあたりまえのことだという形で︑

たらだめですよ︒だから︑有名大学がそれをやったら︑格差はたち
僻藤

東京の都立高校が学校群制度を導入したときにそうなるはず

るということがおかしいのだと︒国が統制するのかというけれども︑

所澤

最終的に必要な法的措置も検討すべきだということをいっています

どころになくなる︒それはそういうことでしょう︒

だったのですが︑ところが︑中学校から私立の中・高一貫校にどん

でしょう︒しかし︑これはついに文部省は怖いから手をつけなかっ

伊藤

どん生徒が流れて︑予想外の結果というか︒まあ︑想定された結果
まあ︑それはほかに逃げるところがあったからでしょうね︒

振り分けちゃうというのは一つのやり方ですよね︒

た︒

伊藤

東京の場合は︑ですね︒地方社会ではそうはいかない︒

西田

かも知れませんけれども︑そんなことが起こったり︒
所澤

内申書だけで選別をし︑細かい点数の数が岡じなら︑そこは

田による大学進学のための適性検査というのを一斉にやって

西田

すね︒今頃は私学もあれをずいぶん利用するようになっていますも

しかし︑あの入試問題はひどいからなあ︒僕らの歴史学なん

今の共通一時テストが一部分そういう役割をしているわけで

くじ引きで決めたらいいじゃないか︒あとは入ってからの勉強なん

のね︒

ぽ藤

だから︑といったら︑この前申しあげたライシャワーさんが︑﹁西
田さん︑それはB本ではだめだ︒あの選抜試験の潔さが日本人には
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なりそうなことが︒

伊藤

かを見ていると︑本当にイデオロギーだよ︒

所澤

てきちゃうわけだから︑下手な学生をとったら大変ですよね︒教職

だけど︑今度は逆に先生たちの学生教育についての評価が出

いが叩かれて大騒ぎしていましたけれども︑今年は私学が叩かれて

員組合は教員会じゃないのだけれども︑日本医師会だって︑本当は

しかし︑去年あたりまでは国立大学の二次試験の墨題の間違

いますね︒

あれは医師のお互いの技量の向上とか︑とんでもないやつを追い出

ああ︑そうですね︒

伊藤

たちの利益を守っていて︑教研大会とかといったって︑あんなの研

すとか︑そういう機能をしなきゃいけないわけだけど︑自分たちの

ハッパッハッ︑意図的なものかどうか知らないけれども︵笑︶︒

究にも侮もなっていないですよね︒

所澤今度は標的が私学になった︒あれでまたセンター試験への方
伊藤

ただ︑試験制度については本当に研究している方が非常に少

利益団体になっているでしょう︒日教組だってそうじやない︒自分

所澤

所澤

向が出てくるんじゃないかなと思っていますけれども︒

ないということは間違いないし︑大学のなかでも入学試験を研究す

で︑非常に典型的なのは︑実は教科書の評価という問題があるので

すべて評価するというのが日本の場合は避けられているよう

るセクションはない︒

すね︒民間教科書で︑国定ではなくて開放制の教科書制度をとって

な団体から評価が出てくるらしいです︒台湾で国定教科書を開放制

教育学部のなかにはないんですか︒

に変えるのでその調査をした人たちがいて︑日本の資料を探してく

伊藤

西田

れと頼まれたんですよ︒日本にはまったくないですね︒

いる国は︑たいてい教科書の評価制度というのがあって︑民間で発

は教育心理学でもあるけれども︑教育測定学という学問があるので

あるんだよ︒

ないです︒評価法とか︑そういうところが最近でき始めてい

すか︒私はこんな膨大な本を誰かからもらったのですが︒アメリカ

伊藤

あるんですか︒

所澤

あたりでは非常に発達しているけれども︑人間の能力というのはい

所澤

同和のグループがね︵笑︶︒

売した教科書はどの程度の点数だとかというのはある毅階でいろん

ろいろな側面から多様な形で測定するという教育測定学という学問

伊藤

ああ︑なるほど︵笑︶︒それにしても︑あるだけでもましで

るくらいです︒

の本来の問題なので︑個々の教科の専門の先生が︑﹁俺の試験に通

所澤

これは専門家に訊きますと︑こういう試験とかそういうもの

らなきゃだめだ﹂と言っているようなやり方では︑いつまでも何を

すね︒

伊藤

やっているのか分からないということですね︒

伊藤

え方はまったくないですね︒だけど︑そこは教育学部の仕事だろう
裁量があるんですよね︒

伊藤

所澤

講座があろうがなかろうが︑研究者はやるべきなんじゃない

そういうことを撞当する講座だとか何かもまったくない︒

それはあるんですけど︑本当に客観的な評価をするという考

ね︒あれほど違ったやり方がなんでできるのかなと思いますけれど

からさ︒

所澤

そうです︑そうです︒

アメリカの大学の入試制度の話を聞いていると全然違います

も︒

伊藤

日本であんなことをやったら︑不正だとかといって大騒ぎに

の︵笑︶︒

所澤
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所澤
教育測定学の講座を設けましょうか︵笑︶︒

それはそう思うんですけど︒

法では生きていけないですよ﹂という議論が出ますからね︒やはり

悪い者を合格させたりするわけですよ︒﹁それはちょっと情報公開

プライバシーで問題でも︑偏差という形で出す等︑統計的には研究

西田
所澤

できるようになるんじゃないですか︒情報公開法で︑墨塗りをすれ

全国的につくってもいいんじゃないかと思うのですけれども︒

僕は︑大学入学試験の歴史をずっと明治の初めから研究しているの

ば︑分析できるようになってくると思います︒

らく︑この委員会で取り上げて︑文部省でもいまだかつてやったこ

西照

騒学校教育の経済醜効率

ですけれども︑ほとんど先行研究ゼロ︒今でも皆さんやれないので

すね︒みんなが過去の思い出として語っていることの大半は全体像
とはいえない︒というのは︑入学試験というのは大学の先生でも必
ず毎年違う人が担当しているのですね︒一〇年間同じ人が撫当する
い︒思い出は︑自分が損当したり︑受験したりしたところの話だけ

とがない財政の問題です︒これはこの委員会で大変興味をもたれま

ということがないわけです︒だから︑過去がどうだったか分からな
というような状況です︒大正期から昭和にかけては大学の入学試験

した︒二十三特別委員会︒﹁国民経済と教育費﹂というもので︑国

次の︑今度は﹁教育費の財政効率関係﹂の問題︒これがおそ

というのはほとんどなかったんだ︑というのは文学部の先生たちが

︹図版慣国民の所得水準と教育費支出の割合﹂参照︺︒教育費という

出ているわけです︒ここにあるのが鼠民所得に対する教育費の比率

一つのあれですけれども︑この報告では分かりやすいグラフで全部

これがやはり時代によってどう変遷したかという︒これはマクロの

民の所得水準というものと︑教育費に金を幾ら使うかという割合︑

それはそうですね︒

おっしゃることですけれども︑医学部とか工学部とか法学部はむちゃ
伊藤

試験場で卒倒した人がいたとか帝国大学新聞に記事が出てい

くちゃに入学試験が大変だったと︒

所澤

ますが︑でも︑そういうことは文学部の人たちが書いた入学試験の
本には出てこないというようなことになるわけです︒

ものを公のものが使っている場合に︑国民所得の何パーセントを使っ

まあ︑入学試験の成績というのはプライバシーの問題で表に

伊藤

ているかという比率です︒こちらは一人当たりの国民所得︑懐具合

ですね︒国民がだんだん豊かになっていけば︑だんだん教育費の割

は絶対に出ませんから︑分析のしようもない︒

護照

合もふえていくとこうなるわけですが︒ここに載っているのは日本

情報公開という形であれがオープンにされるようになったら

大変ですね︒

して︑それで横ばいしていますね︒つまり︑戦後の経済成長によっ

ここは戦争です︒昭和十五年︑ガタンと落ちたわけです︒戦後國復

の明治の十何年から︑いっぺん落ちて︑明治の所得があまり伸びな

自分の分だけは教えてくれるんです︒

て所得はグーッとのびたけど︑所得に対する教育費の使い方は伸び

まあ︑そうですね︒だけどまあ︑あれはプライバシーだから

所澤

例えば落ちた者がいますよね︒落ちた者が自分の成績はどの

伊藤

小池

いこの時期に非常に急速に明治の努力によって伸びているわけです︒

くらいなんだ︑といったときに︑番号を消して︑点数の配置を出し

ないで横ばいになっているわけです︒このことから︑我々の先輩の

絶対に公開しないですね︒

のです︒だから︑私のいる大学院等で揉めましたけれども︑成績の
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努力に比べて︑戦後の経済復興以降の教育に対する投資というもの

もしろいのは︑この一八一ページに国際比較があるわけです︹図版

参照︺︒二本とアメリカ︑イギリスの︒これが今の日本のあれです︒

﹁日本・アメリカ・イギリスの国民の所得水準と教育費支出の割合﹂

おらん︒文部省は何をしているんだといわれるところですがね︒こ

B本と外国諸国とを比べるのはとても乱暴ですけれども︑とにかく

の率はほとんど五︑六％の横ばいをしていて︑ちっとも努力をして
れが一つの国全体の懐旦馴合の問題です︒
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（注）

学生1人当り高等教育費と高等教育該当年齢在学率との関係
図姐・A−6一（3）

3

oo／，

生徒1入当り義務教育費と義務教育該当年齢在学率との関係
図H正・A−6−q）
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OO
一

あります︒

とこの辺からグッと伸び出した︒やはり︑これに対する国際比較が

在学率は横ばいになっているわけです︒これらあとは︑今度はやっ

けれども︑あとは昭和五年︑昭和十五年︑このへんは戦争中ですね︒

関係﹂参照︺︑明治の初めの頃には一人当たりの教育費を伸ばした

と︹図版﹁学生1人当り高等教育費と高等教育該当年齢在学率との

当たりの教育費を増やしだした︒それに対して大学のほうを見ます

初等教育は在学率の上昇ばかりで︑大正何年ぐらいから一挙に一人

というものは経済成長以後は横ばいしている︒大蔵省が一番嫌がる

ン伸ばした︒非常に政治的な傾向が分かって︑臼本の高等教育投資

こういつている︒アメリカは︑こういつていて︑スプートニクでグー

スは少数エリート主義ですから︑在学率を伸ばさないで︑グーンと

費を増やさないで︑大学というのは在学率だけを増やした︒イギリ

育というのはグ⁝ッと横ばいしているわけです︒一人当たりの教育

ら側の一人当たりの教育費ですが︑こちらは在学率︒B本の高等教

生1人当り消費的教育費と該当年齢在学率との関係﹂参照︺︒こち

アメリカ……大学および短期大学
！g35
3

@

鵠庶聯

49

4

10

35

15

該当牟齢人ロ一人当り教育費

5

イギリス……総合大学

西ドイツ……国公立の総合大学・単科大学・教員養成大学

資料No。皿一8参照

は大体国際的にいっている︒だけれども︑高等教育は

じ水準でも︑小学校教育だけでは一人当たりの教育費

西田 国が貧しいからということだけではなくて︑同

すね︒

伊藤 確かにそれを見ると非常に極端に差がございま

足らんぞということをいっているわけです︒

高等教育に対して︑国の財政の伸び方に比べて努力が

こんなようなことで︑国際的な数字から見て︑日本の

当たりの教育費が低迷しているということです︒まあ︑

いものですから︑ずっと国民所得の割合に比べて一人

です︒一人当たりの教育費については︑特に私学が多

いつている︒日本はこんな下のほうを這っているわけ

と︑イギリスがグングン上げている︑アメリカもこう

くのだと︒ところが︑それが高等教育になってきます

並みにいっている︒経済が上がっていけばどんどんい

ど同じ傾向を辿っていて︑初等教育は非常に国際水準

所得によって︑B本の初等教育は各国の趨勢とほとん

がず一つとこういっていますね︒イギリス︑アメリカ︑

デ：夕なのですけれども︒一人当たりの教育費という︑どれくらい

6S

0．2
4096
3G

25

5

謂㎜ 獅餌㍑ 田㎜

イギ甲ス

己U

4．5

だいぶギャップがありますね︒

63

伊藤

7

1／EIL︐．︐

＼

55

学生一人当り教育費︵消費的支幽︶

各国別の高等教育機関の種類は，次のとおりである。
〈座）

高・等教事fの毒亥轟年歯貸在学蹄三

20

2．4

＝＝＝
＝＝＝＝一

10

6．6

5，5夢＼

）i｛！iz

0

8．S
20

59

金をかけているかというのは︑国民の所得水準によりますが︑日本

主要国における高等教育機関学生1人当り消費的教育費と
該当年齢在学率との関係

これは高等教育です︹図版﹁主要国における高等教育機関学

図皿・A−7一（2）

西田

瑠
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回
ﾋ

曾
育配

極

100％
島

秋田徳

単

島

栃木

道

〔IH）

一体その教育費を誰

済と教育費の問題です︒︹答申要注目点︑二ページ︺Bのところで
﹁教育費の負担区分﹂というのがありますが︑

神奈 川

福岡

埼玉

100％
1両

ト町白

三垂
〔v）

京
都
@
@
青森

奈良
拙島♪く

150％

Dエ

儀務教蒲己分馴面）
福井

@千鍛

密山。一

島根

が出しているか︒国が出しているか︑都道府県が出しているか︑個

大阪

麩

97一一174）

20G％

o愛知

一

それぞれの全国平均値を漂点として，それぞれの標準偏差に対する比率を％で示した。

東京は︑高校は私立が多いからですよ︒

東京はこんなところにある︒

わけですね︒

伊藤
所澤

244

か︒一九六ページにおもしろいの

があります︹図版﹁各都道府県の

義務教育∵高等・教育の配分単価

︵昭和40年度ご参照︺︒これは︑

全国の平均を真ん中にとって︑こ

れ︹縦軸︺は高校教育のほうの単

価︑これ︹横軸︺は義務教育のほ

うの単価︒平均値というのは真ん

中です︒義務教育と中等教育のど

ちらにウエートを麗いているかと

いうのは府県によって非常に違う

わけです︒義務教育のほうが落ち

鹿児島とか︒

込んでいるのが︑こういう県です

ね︒

小池

伊藤 これは義務教育のほうにあ

まり負担をかけてないということ

ですか︒

西田 金をかけていない︒大体こ

の平均値よりも低いのですね︒鳥

取県だとか︑長野県なんていうと

ころはボーンと出ています︒

揮藤富山も︒

これなんかは︑義務教育にかけるとともに︑高等学校教育に

（4

も非常に金をかけている︒愛知県なんかはこの辺に落ち込んでいる

西田

阜

一150％
虐支

新潟
岩手
福島

計鰐ト【．．
一50％

愛媛

二一影
山

梨大

50％
雛只

兵北庫海

宮城

長野一

ガタ落ちだ︒特に大学は私学が多いものですからね︒これが国民経

D，

人の受益者負担か︒この︹原本答申書︺なかで︑一九一ページです

No．皿一15参照
資料
2

@

200％

分

0

魎
枚
教

をいい，両軸の目盛りは，
「配分単価」とは該当年齢入口1人当りの土州政実支出額
1
（注）

本
@

熊
茨械

〔王1〕

分

〔1〕石
岡山
山ロ

〔w〕

広川 so％
馬騨香川

静一一 T0％群

一100％

一150％

口歌山

籍
鹿鷺

各都道府県の義務教育・高等教育の配分単価（昭和40年度）
図豆1・B−5

0⑭

てしまうわけですね︒

小池

西田

長野とか鳥取というのは国公立高校に比重が大きい格好になっ

そうですね︒

西田

伊藤

そういうことですね︒ほかから助けてもらっている︒高等教

受益者負担だけではなくて︑という意味ですか︒

料以外に外から負担してくれているという︒

育の場合には︑明治の初めから最近まで︹一九七〇年頃まで︺受益

上がってきているというのはどういう意味ですか︒

ええ︒こういうところで地方公共団体の金の出し方の問題と︑

伊藤

より多くを︒

西田
受益者負担額に対する教育サービス還元率︹図版参照︺︒

西田

者還元率というものがだんだん上がってきている︒

揮藤

個人が学校の授業料負担で幾ら出しているか︒出した金に比

それから︹原本答申書︺一九九ページです︒

（・♂＼ノ

西田

8

6

4

2

0

0

＼︐
㌔＼︐

＼．

o

だけれども︑公立と国立ですよ︒私立は一くらいです︒一よ

りちょっとスレスレで︑授業料と同じ程

度くらいしかもらっていな○
い 国公立は

高くなって︑これだけ還元率が違うわけ

です︒国立はもらっている授業料の何倍

ももらっているわけですね︒これは一〇

倍くらいもらっているでしょう︒
所詮

前にも話したことがあるのですが︑

僕が大学に現役で入っていれば一ヵ月の

西田

低くなっていますね︒還元率は下

ているのだと思います︒

たぶん今はもっと国立の部分は低くなっ

激に上がっているわけですよね︒だから︑

の授業料が五〇万円くらいですから︑急

料は三万○○○円ですよね︒今は一年間

円になりましたけれども︑一年間の授業

した︒浪人して入ったら一ヵ月三〇〇〇

授業料が一〇〇〇円︹昭和四十八年︺で
No．皿一20参照
（注）

資料
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一e4一一一
一／t／f．pt［一

40
35
30
25
10

4

43

／

へ︑
／−／

たv

x

払っているということですよ︒

ユ0

（国立）＼

小池

り臼

高等教育

べて︑教育費としてどれだけ教育してもらっているか︒だから︑畠

りρ

「v顛．．〒鱒一●噸

授業料が高くならなかったということと関係があるんじゃな

4

（私立）

所澤

0

（公立）

した金よりももらっている教育費のほうが少なければ還元率が少な

1

傷噂讐一◎．・．e．び

いですか︒

2

／轍）

いわけですね︒これはそういうものをやったんです︒幼稚園教育だ

り0

初等・前期中等教育（私立）

西田

図盟・B−7受益者負担額に対する教育サービス還元率

と︑二倍か三倍くらいもらっているわけです︒ということは︑授業

4

中等・後期中等教育

へ学校教育費消費的支出／授業料等収入︶
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（小学校）

倍率
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（昭和）
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9
（大正）
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（公立）

幼稚園教育

（私立）
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凾狽盾
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（明治）
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2003年2月27臼
回

峯

@

︵
s刹ｳ育
20

中等教育
10

5

資料No．M−30参照

私立学校

高等教育

初等教育

／就学前教育

所澤

文系だと︑中央大学が七〇万くらいで︑広島大学が五〇万く

まあ︑領域によりますけどね︒

らいですから︒ただ︑教員一人当たりの学生数は︑広島大学が二

小池

人くらいで︑中央大学は二五人くらいでしょうか︒だから︑そこで

そのあとの教育費の用途別のところの二番目に︑先生の平均

二倍程度の差がつく︒このため差は縮まったのではないでしょうか︒

西困

給与というものが明治以来どう下がってきたかということで︹図版

小池

僻藤

それはそうですよ︒僕が助教授から教授になったときに︑岡

高等教育の下がり方はひどいですね︵笑︶︒

どう下がってきたか︵笑︶︒

﹁教員平均給与額と国民1人当り個人消費支出との関係﹂参照︺︒

儲藤

︹義武︺先生が︑﹁あ︑きみも給料が何倍かになったろう﹂といった

んです︒びっくりしてね︑﹁いや一〇〇〇円か二〇〇〇円上がりま
したよ﹂と︵笑︶o

そうなんですよね︒昔だったら︑号俸が上がると︑それに伴っ

＝同アハハハハッ︵笑︶︒
小池

て級も持ち越しになっていたのだけれども︑今は公務員と同じよう
にそれをならしちゃった︒

それと︑教授は特別なお金がつくんですよ︒

ここに︑主要国における平均給与と国民一人当たりの所得で

だから︑教授は負担があって︑給料がガ：ンと上がると︒

西田

いま授業料は国立と私立はそう変わらないんですよ︒

ですね︒大体国際水準にあるわけです︒大学教育はだめなんですね

は日本がこうで︑所得の高いところの西ドイツ︑アメリカはこんな

幾らだったかなあ︑三六〇〇円とかいう時代じゃなかったか

すね︹図版﹁主要国における教員平均給与額と1人当り国民所得

小池

今？

︵初等・中等教育︶﹂参照︺︒これは所得水準です︒初等︑中等教育

伊藤

︹図版﹁主要国における教員平均給与額と1人当り国民所得︵高等

今はあんまり変わらないと思います︒変わっていても二〇万
くらいですね︒

小池

な︒

伊藤

九五％は税金でまかなっていました︒

伊藤

1

昔は︒

2

所澤

就学前教育

＼
中等教育＼、

がっているでしょう︒私らがやった頃は︑国立大学の授業料が本人

公立学校

ええ︒助教授というのは︑昔は教えなくていいのですからね︒

（注）

立
屡
高等教育／

教貝︸半均給与額／国民︼人当り個人溝饗支出

50

観藤

ユoe

にかかっている一人当たりの教育費の四︑五％しか出していません︒

23

28

333843491451Oユ5202530354010152G
25303540
（大正）
（昭柵
（昭和）
（明治）

教員平均給与額と国民望人当り欄人消費支出との関係
図m・C−3
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主要国における教員平均給与額と1人当り国民所得（初等・中等教育）
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資料No．

〃

教職員

M＿35参照

（一人当り国民所得）

図m・C−7一（2）

主要国における教員平均給与額と1人当り国民所得（高等教育機関）
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500

カ……公・私立大学教員（講師以上）

ス……総合大学（すべて私立）教員
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資料No．皿一35参照

教育機関︶︺︒日本はこの辺をウロウロしているわけです︒こちらは

と文化的効果の分離が非常に難しいので︑とうとうお手上げになっ

最終的にそれにふさわしいデータが得られないことと︑経済的効果

さじを投げたのです︒

た︒非常に残念だというので︑その委員会の文化的効果については

こんなに高いのですね︒この水準からいくと高等教育は落ち込んで
いるわけです︒

田本の大学は大衆化していますから︒

はるかに安い︒

今は国立大学のほうが安いんだものな︒

蟹公立を含めてです︒

を受けた人と受けない人が自分の価値判断によって物を選択したり︑

文化的効果とは何かといえば︑同じ経済的条件のなかで︑ある教育

ですね︒医者にかかる金があるから︑文化的効果ではない︒純粋な

やすくなったとか︑そういうのはみんな経済的効果に還元されるの

普通︑効果といえば︑乳幼児の死亡率が減ったとか︑病気が治り

はるかに安いですよ︒いや︑あんまり自信を持っていっても

道を選んだりする︑仕方が変わるということを立証しなければだめ

これは国公立大学を含めてですか︒

例えば︑いま早稲田大学の僕と同じくらいの平均給与が一二

馨雛幡羅盆
○○万くらいですかね︒ 僕らが八○○万程度ですから︑四〇〇万ほ

ら︒そうすると︑そういう人間の価値の選択が教育程度によって変

でしょう︒文化的効果というものは金で計算できないものなのだか

めにあるんだ︒文化的効果を評価できるようなことをやろうという

うのは経済のためにあるのではなくて︑やはり文化全体の発達のた

も︑非常に意欲的に手をつけようとしたのが文化的効果︒教育とい

もある程度やりました︒ところが︑それはそれでいいのですけれど

を実証したものがあるわけです︒それに応じたようなものをこれで

た量に癒じて生産性が上がっているという形で経済効果というもの

資本と人数とかいろいろなものを計算していっても︑ 教育投資をし

して残るといういわゆる資本的な投資だという考え方で︑ いわゆる

いうものは︑ お金を使うのではなくて︑人間のなかに能力の蓄積と

うのはソ連かアメリカの経済学者が最初にやり出して︑ 教育投資と

れはこの本文には文章しか残っていないのですカ
〜︑経済的効果とい

︹答申要注輿点︑
二ぺ！ジ︺︑﹁教育投資の経済的・文化的効果﹂︒こ

西田

それだって買う人がおるからでしょう︒

るかとかね︒

伊藤

まあ︑それはそうですね︒いやいや︑図書館ももちろんあり

から大正︑現在まで文化が発展したといえるのかどうか︒

何なのでしょう︵笑︶︒文化庁なんていうのを掲げていてね︒明治

がきわめて架空の議論だということがやっと分かったのです︒一体

展に寄与するなんていうことは何をもっていっているのかと︒それ

いのかということで非常に悔しがったのですが︒だから︑文化の発

たという証拠を見せうというと︑何もありませんってね︒それでい

て文化の向上に寄与する﹂なんていつもいっているくせに︑向上し

ものが︑教育というのは経済に対する法︑手段に過ぎないと︒﹁もっ

じを投げたのです︒そのときに︑情けないことに文部省ともあろう

常に議論されて︑結局︑今のところは間に合わないということでさ

わるということを︑経済を捨象してデータが得られるか︒これが非

ので委員会をつくりました︒委員長が三菱製鋼の社長の中島さんと

傷藤

第二段階のおしまいの経済の最後にDと書いてありますが

いう人でした︒その先生も非常に張り切って︑いろんな資料を集め

ますから︑図書館がどの程度利胴されているかとか︑美術館の入場

質のことをいわなければ︑例えば図書がどれくらい売れてい

うというのでやったのですが︑この答申のなかに書いてありますが︑

西国

ど︑一 ・五倍くらい違いますね︒

o
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お金のほうの条件が同じでも︑確かに教育によってこういう

それはなかなか難しいです︒

そのなかから経済のことを捨象する方法が︒

ええ︒

何人来ているかとか？

者がどれくらいかとか︑ 音楽会に︒

た要求にどう対応するかという問題です︒それが一つ︒その次に︑

限られた少数の知的エリートをどう養成するかという︑この矛盾し

われもというような人に対する高等教育の皿が要る︒そのことと︑

目では︑一方においては趨勢として高等教育は大衆化して︑われも

にどう対応するかというのが高等教育の難しいところだと︒第一番

はなくて︑ここに﹁二元対置臨と書きましたのは︑相矛盾する要求

効果が出ているということをどうやって出したらいいのか︒ 四年聞

一方においては︑学問がどんどん進歩するので専門性というものが

中でますます基礎的な教養というものを充実しなければならない︒

どんどん深まっていかなければならない︒しかし︑この複雑な世の

しかも︑文部省での審議会で文化的効果を出せなかったと

伊藤

あれも経済的効果に還元されていますね︑今︒島津製作所み

まあ︑最近いっているのはノーベル賞の数とかね︵笑︶︒

ということと︑膨大になっていく大学の組織・運営をどう効率的に

うものは学問の教授・研究について自由が保証されなければならん

一般教育と専門教育との矛盾した要求ですね︒三番目が︑大学とい

小池

やっていくかという矛盾︒四番目が︑大学自身の自主性というもの

が確保されなければならんけど︑それが独りよがりになる閉鎖性を

ノーベル賞の数からいうと︑インドなんかに負けるんじゃな

西照

どうやって排除するか︒最後に︑大学の自発的な創意︑俺の学校は

こういうものにしたいという方向の決定を︑大学自身の自発性に期

待するということ︒個々の大学が自由にやれば全体がうまくいくか︑

そうはいかない︒国として計画的にそれを調整しなきやならん︒国

かというのは一応これ︹抜粋答申書︺にも書き上げて文章として出

西田

いうものにどう対応するか︑これが高等教育の最大の問題だという

この点が初等教育とまったく違うところで︑この相対立する要求と

うものとをどう調和させていくか︒これはどれも難問なんですよね︒

が統制ではなくて調整をやるということと︑個々の大学の創意とい

ているわけです︒それをどう解決するかということを︑初等・中等

ことをまず挙げているわけです︒

す︒冒頭のところだけを申しあげますと︑これは私どもが多少得意

ここの部分がそこ︹答申要注目点︑二ページ︺に書いてあるわけで

んわけですね︒このなかで最初の︑いわゆる大衆化とエリートの育

とばかりをいうと︑一方だけを強調しているだけで問題解決になら

前提で︑その一方だけで︑﹁いや︑大学の自治だしというようなこ

こういう発想法であとの改革の方法をやろうとしたということが

だったのですが︑高等教育の改革すべき課題は何かということは︑

成ということとの解決策として提案しているのが︑次のAの﹁高等

等教育のほうの改革の構想は二十六特別委員会が担当したわけです︒

と高等に分けて︑二十五︑二十六の委員会をやり出した︒最初の高

あとは第二段階です︒こういうところがらどんな問題がある

圏高等教育の改革すべ審課題

いですか︒人口比率からいってもね︒

たいに株価に反映されるわけですから︵笑︶︒

いうのは恥ずかしい話です︒

ろです︒

の審議のなかで︑ 我々としては一番そこが敗北感を持っているとこ

西伊西風西
田藤田藤田
単にこれをこうすればいいのだという一直線の改革方向があるので
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いくもの︑ある目的だけを専攻するものとがあっていいのではない

で︑そのなかにも︑総合領域を勉強するものと︑専門体系をやって

の高等教育機関というのを提案したわけです︒一種は俗にいう大学

ク・ソーしとね︒日本の大学に自由に学校を自分の好きなように改

西田

滋藤

私はすぐ手を挙げて反論したんです︒﹁アイ・ドント・シン

よく知っていますからね︒

して︑それを専らいったのがロンドン大学のドアさんです︒

もっと多様化しなければいけないけど︑その多様化を妨げているの

か︒短大は︑教養型と職業型︒これは今もありますね︒それから︑

革しろという案を寄したら︑みんなが東京大学のまねをする︒それ

教育の多様化﹂です︒これをいったら︑日本じゅうの大学から悪口

高専について非常に議論があったのです︒工業高専だけができてい

がB俄なんだ︒決して多様化しない︒多様化しようとするならば︑

は文部省が窮屈な翻度でしばっているからだという議論が強く出ま

るけれども︑中学校を出たばかりの人に高等学校の段階に大学の二

画一的に多様化しなければだめだとね︵笑︶︒

をいわれたわけです︒それで︑中教審が初めて︑第一種から第五種

年間を加えた五年間のあの年齢層というのは非常におもしろいので︑

たいという再教育の⁝機関とし︑純粋な博士課程の学問は研究院とい

大学院はむしろ学部の延長として祉会人のある分野をもっと勉強し

も︑そういう学校を考えたらどうかというのが一つ︒そのあとは︑

できわめてりベラルな自由︻な勉強をする︒高専ではないですけれど

たいなものをつくったらどうだと︒大学の入学試験なしに︑五年間

からやったらいいのではないかとか︒もう一つは︑旧綱高等学校み

が効果が上がるようなこと︒例えば音楽の学校などというのはそれ

西田

小池

京大学のまねをするのが日本の風土なんだ︒

日本のことを知らないけれども︑自由にやれといったらみんなが東

緒にいっていて︑僕は籟に障ったからすぐに手を挙げた︒あなたは

西田

画一的多様化の時代なんですよ︒

は隅じじゃないですか︒

伊藤

明治の学制改革とか明治維新というものが日本の近代化を推

一同ハッパッハッパッハッ︵笑︶︒

うのを別にしたらどうかと︒今はなんかそんな傾向に進んでいるで

し進めたのですけれども︑ああいう形での近代化とか進歩という考

このなかで︑何も工業だけではなくて一種の早期教育をやったほう

しょう︒この頃は研究大学院教授というのがぞろぞろできています

え方が日本人のなかに後遺症として残っている︒新しいものとか︑

育政策の議論をやったときに︑日本の大学というのは全部が同じよ

なので︒この問題は︑さっき申しあげたOECDの会議にB本の教

はついに手が付きませんでした︒これが答申のなかでの一つの重点

のです︒こういうことで多様化ということをいったのですが︑これ

させるという考え方が出ているのは︑私は先見の明があったと思う

西田

小池

そうでしょう︒だから︑そのときに研究院というものを独立

大学の学部が重点化して研究科になっていますからね︒

かったとともに︑いつまでたっても本当のデモクラシーの基礎がで

い近代化というものをお上の力でやってしまったということが︑よ

西田

所澤

そこが明治維新の後遺症だという感じがするのです︒あの早

まったくそうです︒

なかでまだ根付いていない︒

リジナリティーを出していこうという改革の思想というのが日本の

いるというところがあるのですね︒個々の部分が自発的に自分でオ

改革というのはお上のほうから来るものだと思って︑それを待って

今︑独立行政法人になるというので︑みんなやっていること

ユニバーサリー・ダイバ！シファイド︵笑︶︒天城さんと一

ね︒

うなどんぐりの背比べみたいな格好で︑個々の学校の特色がない︒
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にはそういう格好で反論したことを思い出します︒

きないという一つのジレンマです︒痛し痒しなんですね︒ドアさん

いっても︑中途半端なことをしてやると︑法人化したことの意味は

う思ったんです︒それはまだ容易なことではないです︒特殊法人と

﹁文部省が﹂一体何を考えているか分からない︒文部省の考えてい
西田

伊藤

それは︑特に育英会を私は担当していて︑育英会は大きな特

まあ︑そうですね︒

何もなくなってしまいますからね︒

ることを探れ︒学内では︑﹁学長が何を考えているか分からないか

殊法人でしょう︒法律でできている︒育英会を見ていて一番感じた

ちょっと雑談ですが︑今でも大学の改革をしょうとすると︑

ら意見が出せない︒学長の意見をどうやったら聞きだせるか篇︒そ

のは︑政府と民間との悪いところだけをとったようなものだと︵笑︶︒

所澤

んな話ばかりしているんですね︒まさに明治維新の後遺症なのか︒

いいところをとるのではなくてね︒親方日の丸で金をもらえるから

どこか外から来るということを待っているようなところがあ

西田

て︑勝手なことをいっているわけです︒私どもに給与の待遇改善と

気楽だ︒しかし︑中身においては︑民間だというから労働組合があっ

自分で改革しようという発想はないですね︒

るでしょう︒

小池

いうので育英会の労働組合が押し寄せてきまずから︑私が労働組合

ていたんだ︒民間の場合には︑その会社の生産したものに対して俺

ないですね︒いや︑まだ若いほうはあると思うのですけれど
特に五〇代の人にはないですね︒

たちにどれだけ分けてくれるかという生産物の配分なんだ︒あなた

所澤
小池

国大協というのがあるでしょう︒あれが文部省と各大学の学

の人にいったのは︑﹁僕は前に民間の会社で労働組合の委員長をやっ

伊藤

方は育英会で何を生産しているのだ︒国民があなた方を養っている

も︑年配の人たちはないと思います︒

長たちをつないでいる組織ですからね︒文部省もあれに乗っかって︑

でしょう︒中途半端なんです︒自分たちが努力して︑生産性を上げ

のならば︑国民の立場からいえば︑できるだけ安い給料で仕事して

て︑内部の経費を浮かせて︑次にいいことをやろうと思ったらそれ

名前は変わっても現状維持をやっている︒公立大学のほうもある程

西田

だけの富の蓄積ができるようにしてやらなきゃいかん︒余ったら翌

くれたらいい︒これしかないんですしと︒育英会の労働組合は弱っ

がないから︒その点︑私どもがこの法人化をいったときに︑私自身

年の予算を削られるだけです︒まさに民間の悪いところをとったわ

度そうです︒だけど︑実際に独立行政法人というのはどういう姿に

がありがたいことには前に申しあげたように会社で破産を経験した

けです︒きょうはこの辺まで︒

ていましたよ︵笑︶︒基本的に︑そういう富の配分という思想がな

こと︒完全に独立して︑破滅した︑その体験というのは非常に貴重

そうですね︑切れ目としては︒

なるんだという姿がまだはっきり見えないんですよ︒これは文部省

ですね︒だから︑独立法人をここでも提案しているのですが︑それ

伊藤

この二ページのおわりのところまでにさせていただきましょ

いわけです︒だから︑それはやはり労働組合にしてもちょっと不満

をやれるかといったときに︑私はあの段階で︑今の文部省の役人と

西田

も見えていないんですよ︒

して育ってきた人間がそれに手をつけようとしてもだめだろうと︒

うか︒

独立で︑自己責任で一人歩きするということを経験したこと

独立して歩いた経験がないのだし︑文部省の行政富を全部教育し直

伊藤

では︑三ページから次回ということでお願いします︒

さなければ新しい法人の事務組織というものはだめですと︑私はそ
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西田

この次に最終段階のやつ︹答申要注霞点の続き︺をもう一遍

つくれと︒デモクラティックなプロセス︒それには︑父兄の代表も︑

立場としては一つの興味あるポイントだと思います︒そういうステッ

には政府としては何をするかという政策立案︒これは政策研究所の

かという基本構想をつくって︑その次に︑基本構想を実現するため

に調べ上げて︑その次にそれを解決するためにどういうことが可能

ここでごらんいただいたように︑第一段階で過去のデータを実証的

辿ったかというところの問題が︑特に大事だと思います︒しかし︑

が︑最後にこの答申の後始末という問題と︑これがどういう運命を

までではないから︑それは越権だ︒だから︑それは答申が出たとき

森戸先生が︑﹁我々が諮問を受けているのは答申の出たあとのこと

答申に書こうということになって︑私が起案しました︒そうしたら

国民教育会議システムというものをつくろうということで︑それを

うと決まったものを︑内閣はそれを取り上げて実行する︒そういう

よう﹂﹁いや︑これはだめだ﹂と︑甲論乙駁の結果これだけはやろ

何を実行したらいいか﹂ということを議論して︑﹁これを取り上げ

そこで︑﹁中教審はああいうことをいったけれども︑あのなかから

学識経験者も︑労働組合も︑みんな入れて国民教育会議をつくって︑

プを踏んだということだけは一つはっきりしていると思うのですが︑

に私が総理大臣に持っていって説明するから︑それは答申に書くの

また︹作成して配布します︺︒あと二枚くらいでおわると思います

それが今度の第三段階に出てくるわけです︒

はやめてくれ﹂といって︑森戸先生の意図でストップになったので

でも︑本当は第四段階がありまして︑考案した政府が何をな

うということを感じます︒

観藤

我々の中教審が行き詰まったあとで臨教審ができましたね︒

伊藤

す︒私は今でも︑その国民教育会議︑デモクラティックのプロセス︑

西田
同じことをやったじゃないですか︒

大臣が決意するとか︒実際問題はどうなんでしょう︑文教族の人が

すべきかということを実際に法案なり制度なりにして動かしていく

伊藤

私はそのときに申しあげたのですが︑中教審の場合もいろん

カチッとこれを受けとめて政策実現の方向に持っていかないかぎり

そのステップが次にないと︑出た政策が実行段階には入れないだろ

西顕

はできないのではないでしょうか︒

というところが実は問題でありまして︒

な方のお知恵を借りてやって︑審議会がこうしたらいいだろうとい

西田

ロセスが要るのだと︒そのためには︑中教審の一番後ろの段階で︑

ない︒その次に︑出た答申を実行する段階はデモクラティックなプ

案を出した︒そのアリストクラティックなプロセスでは物が変わら

伊藤

どこに配置換えになったのでしたっけ︒

は答申が出て二ヵ月園にほかに配置換えになって︒

出て︑大臣もまもなく変わられて︑天城さんも変わっちゃって︑私

うのはまったく関心ありませんでしたね︒坂賑大臣のときにあれが

政党のほうの文教族というのは︑何が答申されたかなんてい

しかし︑四六答申の場合は文部省の諮問機関ですから︑文部

だと︒知恵者が集まって知恵を幽して︑こうすればよくなるという

う案を出す︒私は︑それは一種のアリストクラティックなプロセス

この答申が実行できるだろうかと非常に委員さんは皆さん疑問を持っ

一段落だという格好で︑かろうじて前に申しあげた初中局に教育開

ユネスコ︒それで︑文部省の内部がガチャガチャッと︑もう

合が反響しているし︒だから︑これを実行するためのシステムとい

発研究センターをつくった︒それが︑局長が︑﹁おまえ仕事をする

西国

うものを考えなきゃいかん︒そうじやないとこれは宙に浮いてしま

な﹂といったという︒そういう格好で︑率直にいって行政庁のサボ

たのです︒第三の教育改革なんて︑これはとてもだめだろうと︒組

う︒そのときの委員会の議論として出てきたのが︑圏民教育会議を
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れたとしても︑誰もそれを実行する人がいなかった︒それは︑本当

から︒国民教育会議をつくろうなんていうアイデアは︑それが書か

タ！ジュです︒それを一貫してやるというシステムができていない

てもこんなものはメモにありませんから︒

照︺は︑私は企画室の昔の審議B記を元にして書いたわけです︒と

審議日記も書いているから︒前のこの表︹﹁中教審の審議経過し参

西田

企画室が全部それを保存・整理しているはずです︒もちろん

はその中心である文部大臣が内閣の問題としてそれを取り上げれば
村上

西田

伊藤
総理は佐藤︹栄作︺︒森戸先生があの人にいったら︑﹁よく分

やはり最終的には総理の決断だと私は思いますけれども︒

伊藤

西田

順序からいえば︑二十七特別委員会がずっと総論のところを

最後︑まとめは二十八ですね︒

そうです︒

員会になるという形になるのでしょうか︒

特別委員会だとすると︑それは一番最後の第二十八の特溺委

いいのですけれども︑そういう政治力は出てこないんです︒

かった︒大変ご苦労でした﹂ということで︒ところが︑佐藤さんは

西田

前にやってしまったわけですね︒この特別の諮問は︒だから︑最終

そのときには沖縄返還の問題で頭がいっぱいだったから︑中教審ど
日記にも出ていますね︒

段階で二十七と二十八が出てきます︒一番おしまいに︑この前の︑

まとめて︑全体を二十八がまとめて︒二十四というのは時間的には

小池

国民教育会議について︑表に出た文章とかそういうものがあ

ころではなかった︒

村上

伊藤

森戸さんまではいきましたね︒

それはどこのレベルのお話ですか︒

特別委員会︒

伊藤

文部省にあるはずです︒

この委員会は︑議事録があるのでしょうか︒

伊藤

では︑ここで一応おわりにしましょう︒

うかといって︒

いてありますね︒確かこの頃でしょうね︑これで実行できるのだろ

四十六年の一番おしまいの答申の前に︑河口湖で合宿というのが書

ええ︑ディスカッションだけです︒私はそれを答申のどこか

るのですか︒まったく内部のなかだけですか︒

西田

へっけるように文章までつくりましたけど︑もうどこかへいっちゃっ

小池

最終段階の答申書をまとめる段階で︑序文とかああいうとこ

た︵笑︶︒

西田
儲藤

特別委員会か総会でしたかな︒こんなに俺たちはいいものを

ろのことを全部まとめたときに︒

西田

つくったつもりだけれども︑．これは一体実行されるだろうかといっ

て︒皆さんも︑とてもこれはむりだと︑あちこちから悪口ばかりい

西田

速記録みたいな形で︒

われて︒

伊藤

253

2003年2月27日
難署昌

臨教審4⑥答串の「要注團点」について
2003−2−27
［第1段階］

前期Z力年の調査審議の結果（昭和嘱年6月3②日中間報告）
（Pは原本答申書のページ）

1．教育制度の外部効率関係（第21特委関係）
（1｝在学率と経済・社会指標との相関分析

P−292

｛2｝各指標の背景にある主要な成分分析
「均衡発展成分」

「段階発展成分」

P−298
r現状離脱発展成分」

「学歴志向二分」

《3｝男女学歴の均衡

P−93

｛4｝幼稚園と保育所の収容率

P−96

（5｝上級学校への進学希望の阻害要因と促進要因の分析（S43）

P−130

中学⇒高校：強度il＝学習成績、

ll

：世帯収入

高校普通科⇒大学・短大：強度1＝学習成績、

II

：性別、父母の学歴・職業

2．教育制度の内部効率関係（第22特委関係）
A．教育理念について
｛1）小・中・高学校段階に於ける教科等の時間配当の変化

P−1

40

12）大学・短大の専攻分野の割合

P−146

｛3》小・中の女子教員の比率（国際比較）

P−1

S1

B．人間の発達段階と学校体系
｛1｝就学前教育と初等教育との関連性

P−1

57

（2｝初等教育と中等教育の分岐点

P−1

61

C．能力・適性に応ずる教育
個人差の考え方、能力・適性の把握の方法、コ・一一ス分けと教育方法

P−1

62

学級編成、英才教育、創造性開門の教育

P−1

66

D．入学者選抜制度
（1｝制度の歴史的変遷

P−444

②試行錯誤の繰り返し

P−450

｛3｝能力判定資料の妥当性の結論

P−1

71

3．教育費の財政効率関係（第23特委関係）

A．国民経済と教育費
（1｝国民の所得水準と教育費支出の割合

P一一179

7
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②学校段階別教育費の比率と配分単価

P−1

80

｛3）教育費支出と公財政支出の国際比較

P−1

81

（4）生徒1人当たり消費的教育費と在学率（義務・中等・高等）

P−1

82

（5）

P−1

84

P−1

56

（1）財政主体別の教育費支出率

P−1

91

②各都道府県の義務教育・高校教育の配分単価の比較

P−1

（3｝主要国の学校教育費の財源別構成比

P−1

（4｝受益者負担額に対する教育サービス還元率（各学校段階別）

P一一199

（5｝国民消費水準と受益者負担額の国際比較

P−200

同前

の国際比較

㈲消費的単位教育費と国民所得水準の国際比較

B，教育費の負担区分
96
9

8

C．教育費の用途別配分
（1｝消費的単位教育費と生徒数の関係

P−207

②教員平均給与額と国民1人当たり個人消費支出

P−208

｛3｝教員平均給与額と1人当たり国民所得の国際比較

P−21

D．教育投資の経済的・文化的効果
［第2段階］ 後期「基本構想」作成審議の結果（昭和44年4月3e日及び
昭和45年1月12日の中間報告）
（pは抜粋答申書のページ）

1．高等教育の改革（第26特委報告）
［二元対置式課題設定］

p−45

（1）大衆化の趨勢vs知的エリート育成の要請
（2） 9門性の深化VS基礎的教養の充実
（3｝教育研究の自ta VS組織の効率的管理

（4｝大学の自主性の確保VS閉鎖性の排除
（5｝大学の自発的創意の尊重vs国の計画的調整・援助

A．高等教育の多様化

p−52

第1種（大学）⇒総合領域型、専門体系型、目的専修型
第2種（短大）⇒教養型、職業型
第3種目高専）⇒その他の早期専門教育、りベラルー貫教育
第4種（大学院）⇒修士課程、社会人の再教育
第5種（研究院）⊂〉博士課程

2
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3

B．教育組織と研究組織の機能的分離

p−62

大学院・研究院で組織を区分して編成助手の職務と身分の再検討

C．高等教育機関の規模と管理体制

p−65

中枢的管理機関の整備、学外者の参加

D．教員の人事・処遇

p−68

人事の閉鎖性の排除、教員の任期制

E．国公立大学の設置形態

p−69

公的行政法人、新しい管理機関

F．私学に対する国の財政援助方式と奨学制度

p−7

2

標準教育費助成方式、国公立への適用、助成効果の評価

G．高等教育の整備充実に関する国の計画的な調整

p−74

国の長期教育計画の立案・推進の公的な体制

H．大学入学者選抜制度の改善の方向

p−77

《1）高校調査書⇒選抜基礎資料、（2｝広域共通テストO高校評価水準の補正

㈲進学分野で璽興する特定能力のテスト
大学と高校の協力による選抜方法の二二研究の推進

2．初等・中等教育の改革（第25特委報告）

A．学校体系の開発のための先導的試行

p−21

（1）4・，5歳児と小学校低学年を含む幼児教育

②中学と高校の一貫学校によるコ

一

ス別・能力別教育

㈲小・中・高の学校段階のくぎり方の変更
（4）高専のような中等から高等への一一・es教育を他の目的に拡張すること

先導的試行は、学問的根拠に立ち、制度上の特例を設け、教育者・研究者・
行政担当者の協力による専門組織で、10年程度継続実施する。

ftB．学校内管理組織と教育行政体制の整備

p−3

5

（1）校務分担の職制の整備

②公立学校と私立学校の地方教育行政の一元化
（3｝一般国民の教育施策に対する批判・要望を改善に反映させること

C．教員の養成確保と地位の向上

p−3

6

（1）新任教員が特別な身分で1年程度実地修練して、教諭に採用する

3
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②学識経験のある一般社会人を教職に招致するための検定制度の拡大
（3）高度の専門性をもつ教員を育成するため、現職研修の大学院の設置すること
｛4）すぐれた教育実績者や高度の研修終了者に、職制と給与で別種の待遇を用意
｛5）教員が、国民の信頼に応えて専門的な職能団体を結成し、自主的に相互研鑛

に努め、建設的な発言で社会に歓迎されるようになること

Ds教育改革のための研究推進措置

p−41

（1｝教育の質的発展の課題に取り組もうとすれば、その具体的な方法が明らかで
なく、今後の研究にまつものが極めて多い。
（2）本来教育の問題は、教育学はもとより、哲学・心理学・社会学・医学・工学

など、あらゆる分野の学際的協力無しには解決しないものであるのに、そのよ
うな体制は出来ていない。

（3｝この現状を改善するには、教育改革のための重点研究課題の選定、その研究

開発のための協力組織の整備、必要な研究費の配分、研究成果の普及などを推
進ずる「教育研究開発センター」の機能を確立する必要がある。

［第3段階］

国の基本的施策の立案（第27特委関係）

1．新しい学校体系の開発と現行教育の充実

p−83

（1）先導的試行の総合的な案施計画を立案すること
（2）学校の設置者側の希望を考慮して実施校を選定すること

｛3》実施校を特例校として独自の教育課程と教員組織で運営すること
（4｝実施校に財政搭置を講じ、研究開発に指導と援助を与えるとともに、その成

果を継続的に評価できる体制を整備すること

2．教育改革の推進と教育の質的水準向上のための研究開発
｛1）

p−84

pa連学問分野の連携のもとに、学理面・実践面・行政面の努力を結集して課

題解決に取り組む推進体制を確立すること
（2）文部省の組織の中に、研究協力体制を組織し、関係者の連絡と情報交換を斡

晒し、研究費を配分し、成果を行政施策に生かす役割を持つ「センター的機
能」を設けること

㈲このような活動によって、教育という無限の可能性をもつ分野に生き甲斐を
感じ、優秀な青年を教職に誘致できるようになる

3．教員の資質の向上と処遇の改善

p−87

（1）新任教員に対する1年程度の曳地修練を印度化すること
（2｝現職教員の再教育のための大学院を創設すること

（3）次のような「職制・給与・処遇の改醤措置」を講ずること
a）初等・中等の教員給与は、学校種別で差等を設けず、教頭・大学院：再教

4
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育者・高度の資質認定者には別種の等級を適用すること
b）初等・中等の教員の初任給は、人材誘致のため一般公務員に対して30〜

40％程度高いものとし、校長の最高給は行政職のそれと同等にすること
。）大学の助手の初任給は教諭と同等とし、教授の最高給は行政職のそれと

同等とすること

4・．高等教育の改革と計画的な整備充実

p−90

《1｝政府は、高等教育の多様化を促進するため設置基準の運用を弾力化し、整備

充実に関する国の基本計画を策定し、目標年次を定めて、政府と大学との緊
密な協力によって準備の整ったものから重点的に財政支出を行い、先行的に
整備二三をを行うこと
（2｝文部省に、a）国の基本計画の策定と実施計画の大綱、

b）実施成果の評価、

c）大学設置基準と設置認可、d）既設大学の提出する改組充実案について、

大臣に答申建議する新しい審議機関を設けること

㈲大学が全学の意思を結集して改革案を取り豪とめ、その実現を強力に推進す
る指導性を確立するため、学長を助けて改革の仕事に専念できる常任委員を
置くことができるようにすること

5．国・公立大学の管理運営に関する制度的な改革

p−91

（1｝大学の内部管理には幾多の問題が指摘されながら、これまで具体的な成桑が

上がっていない。これは大学側の閉鎖的な自治丁丁から外部からの批判を受
け入れようとしない長年の慣行のためである。これを改めるには、前述の制
度改革の推進体制を進める過程において、政府と大学の間に基本的な信頼関
係を確立することが先決である。
｛2）「新しい形態の法人」は国の標準教育費による定額補助により、財政運用上
大幅な弾力性を認められるものとし「新しい理事機関」は設置者から大幅な
権限の委任を受けて自主的に運営するためのものであり、このために必要な
法制の整備を行う必要がある。

6．教育の機会と教育条件の保障（とくに私学助成の問題♪

P−93

私学政策の転換のため、次のような各種の助成方式から、私学自体がそれを選
択できるようにする。
r方式

A」公立学校とともに、教育の機会を均等に保障する役割を分担す

る。教育条件、経済負担等につき公的な調整を受ける。公立学校と岡
程度の財政援助を経常的に受ける。
「方式 B」一定水準以上の教育の機会を一定量確保する役割を分担する、
又は、特定の専門分野の人材育成を分担する。教育条件、経済負担の
限度等につき公的な調整を受ける。国・公立学校に準ずる財政援助を
経常的に受ける。
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「方式

E

C」適当な教育条件のもとに特色ある教育を担当する。援助の効果

について定期的に厳正な評価を行う。標準教育費の一定割合を助成す
る。

「方式

D」公的な計画に基づき特定分野の教育・餅究を振興するため、蒋

定の経費を指定して奨励的な補助金を交付する。

7．大学入学者選抜制度の改革

p−98

（1｝入学者選抜制度は、教育過程の青少年が、学校段階の区切りを最も適切に移

行できるための広義の教育制度であり、各学校の都合だけで運用されるべき
ものではなく、公共性が重視されるべきである。

②

［特

論］

これまでの研究により、選抜の妥当性についてはほぼ結論がまとまってお
り、政府は、その実現のため、関係者の努力に擾助を与えるとともに、その
案効を保障する必要がある時は、立法措置も検討すべきである。

長期教育計画の策定と推進の必要性（第27特委専門部会）

1．長期教育計画の必要性
a）国家目標による公的な計画的調整の要請、

b）教育事業に必要な巨大な資源

c）質的な糊新のための国家的規模の研究開発、d）莫施成果の確認に要する期間

2．予測計量の意義
外的要因と政策選択の選別、予測の失敗による未知要因の発見

3、予測計量の試算方式
基準推計値＋課題別推計値＋政策変動値r・＝教育投資総額⇒負担区分推計値
〔》教員需給推計権豊

P−117

4．試算結果からの問題点

p−104

｛1｝S45→S55入学者数の膨張率：高校＝＝170／o，短大＝・

880／o，大学＝・499／o

p−119
（2＞公財政支出教育費の国民所得に対する割合の国際比較

p−1

2

2

この答申提案の全ての政策課題の実施の可能性あり
（3）教員の需給調整の必要

p一・118

大学院・研究院の先行拡充、一般社会からの補給の必要

［最終段階］

今後の社会における学校教育の役割（第28特委関係）

1．人間形成の多面性と統一性

p−8

［A］自然界に生きる人間、［B】社会生活を営む人間、［C】文化的価値追求の人間

6
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それらの均衡のとれた統一的発展が人間形成の目標

2．社会環境の人間に対する挑戦
（1｝経済的・時間的余裕の増大

p−1
⇒

O

自由と費任の拡大への対応

②都市化・大衆化 ⇒ 連帯意識・公共心・主体性の蓑退
｛3＞ぬ縁関係の変化 ⇒ 人間の基本的性情形成への家族の教育的機能の低下
（4）寿命の伸長

⇔

（5》女子教育の普及

高齢者層の健康と人生設計の問題
⇒

女子の社会的進出の要求

｛6｝国際交流とマスメディアの発達

⇒

国家観・民主主義観の混乱

魂捻〉これらの環境に対応する人間形成に問題があるときは、

生活の意味喪失感・目的の一挙案現・欲求の無制約充足・
青年の逃避的傾向・性と暴力の問題が生じやすい。

3。教育体系の総合的な再検討の必要性

p−12

｛1）［教育】の定義O「人間が、環境とのかかわり合いの中で、自分自身を主体

的に形作っていく過程において、さまざ家な作用を媒介として、望ましい学
習が行われるようにする活動である。」
② 「生涯教育」の観点 ⇒「今後の社会で、人間が直面する人間形成上の重要
な課題に対応して、いつ、どこに、どんな教育の機会を用意すべきかを考え
ること。」
｛3）上のような生涯教育の観点から、家庭・学校・社会の相互補完的な役割を究
明し、教育体系の再編成を進めるには、次のような点に調査研究が必要。
a）人間の成長・発達には、いつごろ、どんな学習体験が望ましいか。
b）そのための教育的な働きかけには、その舅的に対応して、次のどのよ
うな態様のものが適当か。
①環境整備、②しつける、③感化を与える、④教え導く、
⑤訓練する、⑥グループの中で体験させる、⑦カウンセりング
c）家庭・学校・社会の中の生活時間・人間関係・期待できる教育機能・
自然な学習意欲などの諸条件を考慮して、三者の役割分担を定める。
（4｝このような教育体系の根本的な再編成には、現在、未研究なことが余りに
多いので、この答申では、将来の課題とした。

4．学校教育の役割

p−1

3

（1）当面の丸瓦としては、学校教育とその他の教育活動の相互関係を、次のよう
に要約した。

a）学校教育の特質

⇒

一定の教育計画による学習の制度的な保障、同

年齢層の同質的な集団、一定資格の教員団、現実社会を離れた学園内
の原理的・一一一ee的学習

b）家庭教育に期待すべきもの

⇒

基本的な生活習慣・行動の節度、自

7
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制心の洒養、自然と生物に朗する愛情、人に対する敬愛の念と敬慶な
心、生活と勤労に想する真剣な態度

c）社会教育に期待すべきもの ⇒ 自然や文化遺産との接触、様々な年
齢層と多様な鼠的をもつ集団活動への参加、思考の抽象化と社会から
の疎外感の克服、職場に於ける活動意欲と職務遂行能力の向上
②学校教育それ自体は、今後、次のような点に、改善を加える必要がある。

a）特定能力の伸長だけで評価するのではなく、人間形成の多面的・総合
的な発達を重視すること
b）社会性の発達を助長する集団活動、個人指導のためのカウンセリン
グなどの方法の充案
c）梼報化と教育環境の混乱に飼応して、学習意欲の正常な発達、知識・
経験の再整理による基礎的能力の定着を図ること

d）国民一般が必要とする学習のために、学校を開放すること

［中教審46答申の審議経過の概要］

P−545

［答刺：昭和46年6月11日

［諮問］＝昭和42年7月3日
［中間報告］

昭和44年6月30H

「我が国の教育発展の分析評価と今後の検討課題」

［中間報告］

昭和45年5月28日

「高等教育の改革に関する基本構想」

［中間報告】

昭和45年11月5目

「初等・中等教育の改革に関する基本構想」

［同上の基本構想試案についての公聴会】関係諸団体・審議会・富公庁40以上
仙台（45．7．31）、東京（45．8．1

3）、広島（45．8．21）

［特別委員会］：第21，22，23，25，26，27，28特別委員会
審…議回数

24C回

［参加委員数］：

（第8期）
（第9期）

正委員r・

19、臨時委員＝20、専門委員篇12、研究協力者訟4

正委員＝21、臨時委員＝＝19、專門委員＝＝5

8
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閣囲亀久夫

第9回

目時：2003年3月15日
14：00・一16：00

於：政策研究院政策研究プXXジxクトセンター

〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

小池聖一一（広島大学助教授）

所澤

潤（群馬大学教授）

軽爆立身学の設置彫態

の後置かれた大学はだいぶありますね︒これなんかは部分的にやら

れているところがあります︒それから︑教員の人事・処遇の問題︒

これは高等教育だけに絞っていってみますと︑一つは弊害の面で︑

人事の閉鎖性の排除︒これは非常にいうべくして難しいですね︒大

その次の国立大学の設置形態︒これはいま問題になっている行政

学間の教員の交流というのができるかと︒任期制を設けてほかのと

きょうは︑三ページ︹資料﹁中教審四六答申の﹃要注目点﹄

ンクショナルに分離したらどうかという提案があった︒これは筑波

法人化︑別の新しい理事会のようなものをつくれと︒この公的行政

西田

大学で一部やったのですが︑答申そのものがいっているのは大学院

法人という思想は︑このときにいわれておりましたが︑この前も申

ころがらスカウトする︒これは外国では珍しくないのですが︑なか

や研究院ですね︒そういう一番上級の段階で︑この馬方を分けたら

しあげたように︑一応提案として出しまして︑筑波大学でもこれを

について篇以下︑答申要注目点︺の冒頭のところです︒このBは中

どうかと︒筑波のように学部段階でやるというということを必ずし

やらんかといったら︑勘弁してくれということで︒私は今でもそう

なか日本の風土に⁝⁝︒しかし考え方としては︑それをやらないと

も想定していなかったのです︒というのは︑上級段階までいくと︑

ですが︑この問題を取り上げてやるときに︑伝統的な文部省で教育

教審の新しい思想で︑昔からの伝統的な学部というものが︑多様化

先生方が研究に専念する立場と︑学生に教える中身というのは完全

を受けた文部事務官というものを根本的に再教育しなければできな

人事が閉鎖的になって︑大学の研究活動が生き生きしないというこ

に表裏〜体という形にはいかない︒きわめて独創的な研究というの

いだろうと︒幸か不幸か私は株式会社でやってきまして︑完全独立

してきた大学では︑教育と研究を一体的にやっていくのに無理があ

が一人歩きするし︑学生には教育上必要なものをオールラウンドに

採算をやって会社がつぶれたわけですから︑借金するということは

とをいっております︒

やらなければならないので︑そのためのチーム編成ができるように

どういうことかということは身にしみております︒これは︑そのよ

るという思想です︒このときに︑教育組織と研究組織を機能的︑ファ

それを分離し︑一人の先生はその両方に属するというようなことが

うな必要な経験者を集めなければ行政法人というのは動かないだろ

ではだめだし︑さりとて︑いつまでも大蔵省が目を光らせて︑運営

いわれておりました︒これは︑筑波が学群︑学系という形で一応やっ

その次に︑高等教育機関の規模の管理体制︒これはその前の三十

については一々予算の隅々まで指導するというようなことをしたら

うと︒今後︑親方日の丸で国に何もかもおんぶするというような人

八年答申でもいってきたように︑大学が非常に巨大化してしまった

どうしょうもない︒やはり︑ある基準的な教育費︑あるいは行政費

ておりますが︑はたして成功したかどうかはよく分かりません︒

から︑学長が一人ぼっちで大学を切り回すということはできっこな

というものを渡して︑その範囲で運営していって︑金が残れば自分

地を残さなければ︑新しい行政法人の意味はないだろう︒そのかわ

い︒中枢的管理機関の整備をやれと︒できれば︑そこに学外者の知
今頃いっていますね︵笑︶︒

り︑これになれば︑国会公務員制度という予算制でも縛らないし︑

で蓄積して︑それを次の生産的なことに使える︒その自由裁量の余
伊藤

もう昔のことですね︒ここでいっているのは副学長など︒こ

恵も入れたらどうかということが︑ここの要点だと思います︒

西田
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西霞

全に学長一人ですから︒

そうですが︒

はい︑ないんですよ︒

株式会社でも取締役会がありますね︒

ないんですよ︒

ないんですか︒

法人の理事会がないんです︒

その法人の理事会ができるわけですか︒

一応︑理事会⁝⁝︑国立大学法人というものをつくって︒

しかし︑学長も運営はとても一人ではやれな．いでしょうから

人事でも︑今の国立学校はいわゆる文部大臣の任免権ということに

ね︒

なっているわけですね︒各省大臣のなかで︑文部大距の任免権とい
うのは凄いですよ︒日本じゆうにいる何百万人という先生の形式上
の人事権を持っている︒これが縛りになって︑むしろまずいことだ

ろうと︒そういう点でこれは︑人事の面と︑予算の面と︑運用の弾
力性と︑そういうところで非常にうまみを出してくるということが
この行政法人の考え方は︑いまいわれている独立行政法人と

考えられるということです︒

揮藤
まあ︑前のときでもそれほど具体的な中身はつめていません

はちょっと違うのではないかなという気もしますけれども︒

西田

から︒ただ︑今までのような国立学校設置法でつくると︑国立大学
その長である学長は︑文部大臣が任命して︑国の行政組織の管理規

所澤

西田

今度の大学法人は︑経営ではなくて︑大学自体を法人にする

それはちょっと離れたところにおるわけですか︒経営して︒

ことになっているのですけれども︒

ですから︑変な組織なんですよ︒その法人が大学を経営する

則というもので全部縛られていくと︒したがって︑本来︑大学の自

という︒

そうじやないの︒

治なんていうような︑そういう自由度があるはずはないのです︒最

いけば︑そういう意味で︑必要なものを与えて︑あと運用の弾力性
で自分の責任でやっていって︑それがいいか悪いかということを結
果的に評価して︒評価によって︑より手厚く財政上の援助が来ると

ではないのですか︒

法人が大学を経営する︒

だけど︑今は学校の存在の基盤である設立者というのは国で

伊藤

していわれているのでしょうか︒

の当時は考えておりました︒今のものがどういう点で新しい構想と

伊藤

伊藤

そうですね︒で︑法人の長と学長が同じなんですよ︒

管理・運営していくと︒

西顕

それは私立学校法で︑私学の人は学校法人の理事長がちゃん

国が法人を設置して︑国の委託を受けて法人の組織がそれを

いや︑国が法人を設置する︒

その法人が設置者ですか︒

この行政法人になった場合には誰が設置者になるのですか︒

ますか︒評価も︑文部省が任命した者が評価をするわけですから︑

西田

か︑いろいろなことがあってもいいのではないか︒そういう形でそ

文部省自体は︑一応第三者といいながら︑結局そのへん責任を押し

とおられて︑形式上は学長というのがまた別ですね︒

結局まあ︑実際に読んでみますと︑逆にがんじがらめといい

ドがないのですね︒学長独裁はいいのですけれども︑意思決定が完

付けて︑評価をして︑資金の配分をすると︒それから︑実質的なボー

。

らん︒そういうのがもともと建醜なんです︒独立の行政法人にして

終的には︑文部大臣が﹁これ﹂といったら︑それをやらなければな

というのはみんな︑法令上は一種の行政官庁なんですね︒そして︑

伊西伊西伊西伊西伊
藤田藤照藤田藤田藤

す西伊論点
ね照藤澤藤
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ども︒

帰藤本当に︑ちょっと変なことになったなあと思っていますけれ

のやつはよく知りません︒

西田

小池

伊藤

今度はそれが一本化されているような形ですか︒いや︑今度

一緒なんですよね︒

大体別になっていますね︒

ああいう会計ではなくなる︒

そういう点では︑複式簿記になるし︒今までの国立大学会計ですか︑

小池

伊藤

小池

でも︑いま銀行からはじき出される人がたくさんいますから︑

そんなに給料払えないんだから︒

複式簿記になりますしね︒

学校の運営をやるのは銀行屋さんのほうがよっぽどましでしょう︒

西田

伊藤

のか ︒

文部省はあんまり一人歩きされると怖いのですかね︵笑︶︒

いや︑あんまり独創性は生まれそうもないような感じですね︒

よる大学よりも自由度ができて︑新しい独創性がそこから生まれる

西田

まあ︑そうでしょうね︒

んていうのは全部変わらない︒

小池

から外れるのですけれども︑実質は⁝⁝︒

伊藤

西田

公務員制度から枠は出ていないわけですね︒

にはなるんですよ︒だから︑何だかよく分からない︒

伊藤

ええ︑ですから何か中途半端という︒一応︑国家公務員の枠

非公務員型というけれども︑国家公務員共済組合のメンバー

書記

自分の配下で︑舵がとれるようなものがほしいという︑役人

どういう点で︑それが今の行政組織としての国家公務員法に

西田

伊藤

伊藤

与えられて変なことをやってはまずいから︑やはり文部省が決めて

けれども︑逆に国立大学のほうが恐れているわけでしょう︒自由を

いや︑自由にするといっているんですよ︒いっているのです

事実上の給与体系も変わらないと思うのですよね︒俸給表な

の本能的なあれがあるのかも知れません︒
感じがしまずけれどもね︒

くださいと︑こういう感じで国大協なんかも︒

所澤

小池

伊藤

僕は︑文部省に勤めている若い群馬大学からいった事務官が

給料があれば︒

いやいや︑仕事ができなくなっていいんですよ︒

その仕掛けがまだできていないんです︒

どういうふうに次の年度の予算配分にフィードバックするかという︑

伊藤

をどうやって評価するかというのは非常に難しいですね︒

むしろ︑逆に文部省の天下り先をつくっているというような

西田そうですが︒そんなもの︑下っていったって仕事はできない

西田

いるので聞いたのですけれども︑何を文部省の若手の事務官が恐れ

トを七回くらいつくらされましたけれども︑これからは数値化して

小池

評価をするといっても︑教育・研究なんかの実績というもの

ですよね︒

ているかというと︑地方国立大学が法人化したら︑たぶん︑銀行だ

いきますよね︒

でも︑うちの大学なんかでも︑この五年間くらいで業績リス

それもあんまりきちんと決まってないわけですよね︒それを

とかそういうところがら事務官をどんどんとるようになって︑文部
省と事務官を交換するなんていうようなことは全然しなくなるので

所思

評価のために︑まずいろんなデータをたくさんつくらなきゃ

業績でも何でも︑評価するということをし始めると︑その評
はないか︒要するに︑文部省の役人のポストがなくなりそうだと︑

伊藤

価をするのが大変なんですよね︒その手間が物凄く大変で︒
それは︑文部省の会計職員なんかをとってもだめですよね︒

それを非常に恐れている︒

西田
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家を集めなきゃならないでしょう︒大学の先生は︑自分でつくらな

やって評価するのですかね︒そうすると︑いろんなところがら専門

ていて︑その標準教育費というのを大学に渡して︑あとはそのなか

りの標準教育費というのは幾らかかる︒それは学部ごとに大体決まっ

の経費とか︑いろんなもの︒それを含めて︑法学部の学生一人当た

このときの漠然たる思想としては︑国立大学の工学部︑法学

きやならないわ︑人の評価はしなきやならないわ︑とにかく一年じゅ

で運営をやってくださいというやり方しかないのだろうと︒それで︑

西田

うそのことで追われて︑独創的な研究どころの話ではないですよ︒

何年かやっているうちに︑それが今の物価なり実情なりから見て不

ならない︒各大学とも凄いものをつくるでしょう︒一〇〇近い大学

所命我々のところでもそれがかなり問題になっていて︑結局︑学

十分だといえば︑文部省がそれを考え直すと︒あとは︑どこまで効

部︑文学部で今までやってきた教育の実績があるわけですね︒先生

内評価というのも出てくるわけですね︒自己評価︒自己評価なんか

率的にやったかということはその学校の経理の報告を見れば分かる

からドッとその評価する機構にいくわけですよ︒そんなものをどう

をするよりは︑基礎データを全部出して︑あとは勝手に外部の人に

わけですね︒お金は使い残したり︑いろんなことをしないでおいて︑

しかも︑教育効果というものを十分上げていると︒そちらのほうか

好きなようにそのデータを使って⁝⁝︒

観藤

ら見ていけばいいので︑お金の出し入れを一々評価するのなんてで

その﹁外部の人﹂って︑自分たちは関係ないと思うと大間違

いで︑それが自分たちに来るわけですよ︒

いや︑本当にそうですよ︒

きっこないですよね︒まあ︑そういうことで︑これは今日的問題で

いや︑何かオンブズマンの人がいっぱいいるじゃないですか︒

偶藤

所澤

いえいえいえ︑そんなものは評価できない︒

はありますが︒

伊藤

日本のオンブズマンなんていうのは︑いわゆる食糧費とかあ

ああいう人たちに︒

小池

あいうものだけを調べるだけの人だから︒こんなことをいってはま
汚職のあら捜しですよね︒

西田

囲高等教育の整備充実と入試制度の改革

西田

あら捜しですよね︒お金が適正に使われているかだけを見て︑

ずいか︵笑︶︒

小池

の財政援助です︒要するに︑私立学校が際限なく増えていく︒その

西田

たのでは．国の財政がもたない︒また国民の立場からいっても︑そう

増えた私立学校に国が援助する責任があるのだという言い方をされ

その次にFは︑ここでやはり大変な問題は︑私学に対する国

やっているわけだから︒

をしていないかという見方でやる評価だからね︒どこまでいいこと

やたらに学校が増えるのはいいことではない︒そうはいっても︑こ

評価というのは︑オンブズマンのやっているのは︑悪いこと

をしたかという評価をするのはとても難しいですね︒

の当時で七五％が私立学校なんですね︒しからば︑この委員会では︑

学位授与機構等が︑本当はそういう機能をしなければいけな

小池

圏の財政援助方式というものをいま申しあげた標準教育費︑つまり︑

その学校の学部︑学科の構成から見た標準教育費の一定割合を渡し

いと思うのですけれどもね︒

伊藤

て︑そのあとは自分で授業料を取って全体で運営していく︑そうい

ユニークな研究なんていうのは︑そんなものは誰も評価でき
ないですよ︒
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国公立大学でもこの方式をやったらどうか︒ここに︑助成効果の評

予算要求を出して︑予算がとれた︑とれないということではなくて︑

立でやれるのだったら︑国立もそうしたらどうかと︒各大学が毎年

う国の援助の仕方を標準化したらどうかと︒そして︑それがもし私

していく推進母体というものが要るだろう︒その国の一つの行政機

それを一つ一つやっていく場合に︑例えば五ヵ年計画でそれを推進

このときに︑そういう長期計画というものを立てるということと︑

るべきで︑それに適合するようなものを国が調整してやっていく︒

算を出して︑それを実現すると︒﹁あれができたのなら俺のほうも﹂

関として︑文部省のなかに︑この答申のなかには︑今までの審議会

うものは教育効果に結びつく︒奨学金というのは何かといったら︑

ということで︑皆さんが積極的に出てくるはずです︒そういうリー

価ということがやれるのならばやるということが書いてありました︒

その教育を受けていい成果の上がるような素質の者を入れる︒ちょ

ダーシップのとり方をしたらどうかというのがこのときの思想です︒

と違った意味での新しい審議会をつくって︑各大学の要求を出して︑

うど工場の生産でいえば︑原材料購入費だというのです︒いい材料

それを文部省の役人が予算の査定という形でやるのではなくて︑そ

奨学生のことは書いてありませんが︑財政問題の点から見ると︑

を買ってこないと︑粗悪な品物を買ってきたら︑いい製品はできな

ういう特朋な審議会をつくれということをいっています︒その後︑

﹁うちの学校はこういう新しい方向へいきたい﹂という内容を見て︑

い︒そういう意味で︑国民の立場からいえば機会均等という立場が

中教審が終わったあと大学審議会というのができたのですけれども︑

国が教育投資として︑一人の学生にどれだけの金を使って教育する

ありまずけれども︑さりとて︑誰でもいく権利があるのではなくて︑

これは設置審議会と同じようなものになってしまって︑このときの

﹁結構でしょう﹂ということになったら︑その学校だけに独自の予

能力に応ずる教育を受ける権利ということですから︑その場合の優

機能とは違います︒これもだめでした︒ただ︑この計画的整備とい

か︒それによって内部効率を上げて︑教育効果を上げる︒お金とい

先度というのは︑やはり教育を受ける適格性という形で︑奨学金と

る︑いいものは伸びていく︑そういう自由競争の方式でいくしかな

うのは︑それからもう三〇年たちまして︑今の段階で見ますと︑も

その次には︑Gが一番難しいことで︑あの当時もどんどん学校が

いのではないか︒その場合に国立と私立が自由競争できるためには︑

いうのは原材料購入費だ︒それの出し惜しみをすると︑粗悪な材料

増えつつありました︒高等教育の整備充実について︑やはり国が計

国立にも私立にも標準教育費というものを渡して︑財政面では対等

う手遅れだと私は思っています︒今から外科手術をしたり︑それが

画的な調整をしないと︑できたものは全部認可される︑できたもの

に競争できる︑今はそれしかないのではないかと私は思っておりま

が入ってきて︑教育効果が上がらんぞと︒財政の立場から見ると︑

は必要なのだという形になると︑私学に対する援助もできないし︑

す︒その場合に︑量的にどこまでの限度で抑えるかというのは非常

できるかどうか︒やや捨て鉢な言い方をすれば︑もう自由競争を完

国立学校だって︑お互いに将来どうするかという見通しが立たない︒

に難しい︒これもそのときに一部議論はされたのですが︑実現はも

そういう目で奨学制度のウェートというものを考えたらどうだとい

今頃になって国立学校の統合なんていっているわけですね︒国民の

ちろんしておりません︒共通一次テストというもので例えば有力な

全にやらせて︑国民のほうがその選択をして︑だめなものはつぶれ

立場から見て︑どの地域にどんな専門分野の大学があったらいいの

能力テストというものができるようになったとしますと︑あのテス

うことをいったことがありましたQ

かということを︑何か一つの国家的なマスタープランがあってしか
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て︑一応最大公約数としてのいいものが出てきたら︑それを方針と

く詰めていって︑改善の研究を推進するようにしなさい︒これはあ

してやるということについて︑選抜方法を大学と高校でさらに細か

については︑その試験に合格した人に金をつける︒育英会ではなく

との基本的政策のところに着てくるのですが︑そういう方向が出て

トで︑満点が一〇〇点で五〇点以上の人というものは︑大学教育を

一〇〇人賦

受ける有能な資格を持っている人だ︒そのテストで五〇点以上の人
て︒その学生が掩の学校へ一〇〇人入ったといったら︑

いるのに幾らいってもやらなかったら︑国が立法措置をとりなさい

所澤

の金が大学へいく︒そうすると︑私学は﹁いらっしゃい︑いらっしゃ

学生の能力をなるべく正確に公平にはかって︑そしてそれを入学選

ということまでいっています︒いつまでも入試というものが自由歩

うすると私学の人が大歓迎だと思うのです︒そういう思い切ったや

抜に利用しようという考えだと思うのですけれども︑そういう考え

い﹂とやるだろうと︒しかし学生のほうは︑﹁俺はあんな学校より

り方をしたらどうか︒そこまで奨学制度も飛躍的に変わらなければ

方が支配的になったのはいつぐらいからなのでしょうか︒僕は︑昔

きしているという形では国民のためにおかしいのではないかという

だめだろう︒そうすれば︑国の財政状況から見て︑学力テストで毎

は必ずしもそうではないと思うのですね︒

もこっちへいったほうがいい篇と︑入学試験による選別ではなくて︑

年何万人のうちの何人までを限度とするという形で︑一翼抑えが効

のです︒

くわけですね︒それ以上の人がいくのは至心だけど︑国がそこまで

西田

学生の自由選択︒持参金付きの学生をもらうようなものですね︒そ

責任をもてませんと︒そういう限界を設けたらどうかという話があ

申書︑一七一ページ︑四四五〜四五一ページ参照︺のなかで膨大に

入学試験に対する基本的な考え方なのですが︑その考え方は

りました︒しかし︑今はそれをやろうにも手おくれになってしまい

調べていますね︒ああでもなければ︑こうでもないという試行錯誤

人がおるときに︑人数が多すぎるから絞らなきゃならんとなったら︑

をやっていますが︑やっていた目的は何だろうと︒大勢の入りたい

支配的かどうか︒過去の入学試験選抜の歴史をこれ︹原本答

ましたね︒

最後に︑Hが入試制度の改革です︒これは前から申しあげました
ように︑いろいろなものを調べた結果︑一応︑学者の研究としては︑

まずけれども︑こういう形は入学選抜というものが︑広い意味の学

学校によって試験科目も違うし︑試験の期日もいろいろやっており

自分のところの学生は俺のほうが好きなように選ぶのだといって︑

が大きな思想としては一番妥当じゃないか︒今のように︑各大学が︑

はっきりしたテストを加える︒これによって選抜をするということ

俺のこの分野では特定能力が特に重要だからという︑非常に目的の

高校間の格差の水準の是正をする︒今度は︑受け入れる側のほうが︑

うものを何らかの方法で見つけるためにやったのだろうと︑私はそ

しょうか︒だから︑その大学へ入ることの優先権を持つべき人とい

れもあまりピシャリという結果は出なかったということではないで

をやったり︑面接をやったり︑作文を書かせたりしたけれども︑ど

ではないか︑それしか考えられませんね︒その方法として︑テスト

が優先的にあると︑その優先性というものを認めるということなの

その選抜試験でこの人のほうがこの人よりも大学教育を受ける資格

るということを皆さんが納得しないで選抜をやつできたというのは︑

一番公平で恨みっこないのはくじ引きなんですよね︒くじ引きでや

校制度という立場から見ると︑各大学の恣意的な運用でやっている

う思っています︒それ以外の思想は︑例えば特定の私立学校が︑

高校調査書が選抜の基礎資料だと︒それに広域の共逓テストをして︑

のはおかしいのだということが非常に強くいわれました︒したがっ
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﹁うちの学校の心情としては︑こういうことをやる人が入ってこい﹂

所澤

選ぶことだけで︑中身が分からんということ︒

いろんな考え方があると思うのですけれども︑試験の高得点

というようなことを自由な学校がやられたかも知れませんけれども︑

実はその合格者の水準というのはほとんど変わらないのだというよ

たかと思うのですが︑ある程度くじ引きのような要素を入れても︑

洋先生がどこかで話したものが非常に拡大して話が出たのではなかっ

じ51きというか抽選という話が畠たことがあるのですね︒あれは東

所悩

同点がぞろぞろ出てくるだろうから︑後は全部くじ引きで決めなさ

私どもが主張したのは︑高校内申書だけでやって︑おそらくそれは

西田

思うのです︒

競争を抑制することはできない︑1そういうような発想があると

程度ギャンブル警みたいなものを入れないと入学試験はどうしても

ようという話がいろいろなところがら出てきます︒その中に︑ある

を目指す競争が激しくなりすぎると︑それに対してブレーキをかけ

うなことが前提にあってそういう話をされたということを聞いたこ

一般的な選抜試験としてはそれしかないのではないですか︒

とがあるのですけれども︒そういう序列化の行き過ぎということに

い︒それが一番簡単じゃないかと︒それに︑恨みっこなしだと︒そ

昭和五十年前後だと思うのですが︑確か東大で入学試験のく

対するブレーキという意味で︑公平性とか公正さというものについ

ういったらライシャワーさんが︑﹁それは日本ではだめだ︒臼本人

この中教審でも︑表向きの結論にはならなかったのですが︑

て疑問が差し挟まれるということはなかったでしょうか︒

なくなるでしょう﹂といわれて︑がっかりしちゃったわけです︒

﹁内申書を重く見たら︑高校のほうが今のような公平な内申を書か

はああいう一本勝負の真剣勝負が好きなのだ﹂と︒しかも︑この前

それで︑その他は一般の選抜試験はやらないで︑むしろ抽選でやっ

当然︑親からの圧力がかかるでしょうからね︒

東大では︑ご承知の︑中野区のほうに付属高等学校がありま

たのではないですかね︒あれは教育研究の目的があったわけでしょ

伊藤

それで一生が決まると思えば︑僕も圧力をかけるかも知れま

西田

う︒だから︑むしろサンプリングで偏りのないものを選ぼうという

小池

申しあげたように︑それをいったときに反対したのが高校の先生で︑

思想があったのかも知れません︒だけど︑一般の選抜試験で東大が

せんな︒

したね︒あそこはむしろ非常に特異なキャリアの人︑双子だとか︒

くじ引きをということをやったら︑その当時大問題だったでしょう

西田

西田

の場合は︑大学の入学試験の問題とはちょっと別なのですけれども︒

るように学生を合格にしていたということだったと思います︒付属

から四分の一は切り捨てて︑上から四分の三のなかで正規分布にな

所澤

だけど︑その四分の一︑四分の三というもので︑その分布と

域に特別優秀な人が集まっているというはずはないのだから︑それ

できる︒そのときに︑中学校ですから︑学区制があります︒ある地

学校から来ても︑この人は偏差値が幾らだということが平等に判断

準分布になるように非常に厳密にやらせていました︒だから︑どの

育委員会が︑県内で内申書の二二三四五﹂の分布というものを標

ね︒このときに千葉県内の中学の内申書というものは︑あそこの教

千葉県の工業高専というのは申学校から入ってくるわけです

な︒

いうのは何の分布なのだと︒それが点数の分布ということは︑裏を

を公平に見ていったってかまわないじゃないかと︒

付属学校については︑僕が聞いた話では︑試験をやって︑下

かえせば︑大学教育を受ける適格性というものをそれが表示してい

傷藤

更正しなくても大丈夫だという意味ですか︒

るのだという考え方があるのではないですか︒密なのですか︒ただ
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伊藤

西田

でも︑中学のレベルでは︑やはり都会地と田舎ではだいぶ違

ええ︑そういうことですね︒

三課が集まって担当者が議論するわけです︒それにはどういう材料

なかの今度は○をやろうとか︒それは私どもが官房審議官を中心に

るのです︒その点もやはり︑学校による風土の違いがあるなという

が︑入れたあと三年︑五年たつと︑その九十九里ヶ浜のほうがのび

里ヶ浜とか銚子のほうというのはなかなか不利なんですね︒ところ

受験勉強の影響を受けているところの者はたくさん通って︑九十九

申書でやったわけです︒そうしたら︑市川とか船橋とか東京に近い

てからの成績を見ますと︑特に推薦入学なんていうのはもっぱら内

西田

入れているかも知れませんけれども︑先生方の論議の流れというも

れを直す︒そういう格好で︑私どもも無意識のうちに自分の意見を

なことをいってないそ︒もっとこういう雰囲気だ﹂といったら︑そ

その次の会に必ず出すのです︒先生がその文章を見て︑﹁俺はこん

言しますが︑話し合いの結果の大勢というものは私が文書に書いて︑

してどんどん議論されるわけですね︒その審議のときに私どもも発

てをして出すわけです︒あと先生方は︑それによって問題点に関連

用意しておいて︑おそらくこんなことが議論になるだろうとお膳立

を出すか︑どういうことが問題か︒そこで︑それに関連した資料を

感じがしました︒まあ︑これは永久の問題で︑難しいですね︒思い

のはできるだけ忠実に扱ってきたというやり方です︒だから︑議論

うのではないですか︒

切ってくじ引きでやるというわけにはいきませんかな︒そうしたら

のサマリーをつくるというプロセスでだんだん結論が固まってきた︒

ところがおもしろいのは︑木更津高専に入ってきた者で入っ

もう︑受験勉強なんてばかばかしくて誰もやらないでしょう︒

この答申はそういうものの集約です︒非常に手間がかかりまずけれ

しかし︑くじ引きでやったら教えるほうが大変だろうな︒相

伊藤

ある意味では事務局が推進力だといっていいですね︒

どもね︒

伊藤

前もって用意をし︑あとの結論のまとめも事務局がやるわけ

ですから︒それを事務局がやらなかったら︑誰もやる人がいないわ

西田

手のレベルがバラバラだからね︒

囲第二十六特珊委員会とストレス解消

けです︒そんなもの︑自分で書き下ろす人はいないですから︒だか

西田
はい︒

この高等教育ですか︒

西田

ていくためのインセンティブにはならない︒

伊藤

ら︑書かれたものが答申だとすれば︑やはり事務局の役割というの

この第二十六特別委員会で特徴的な考え方を示されたり︑議

村上

いやあ︑それは︑二十六特別委員会の委員の名曲を見ていた

村上

西圏

て︑ある方向に進めたときに︑もとの原局のほうが︑﹁そんなこと

は大きいですね︒

だいても︑皆鐸鐸たる人で︑この人がよくしゃべったとか︑この人

をいってもらっては困る﹂というので︑クレームが繊たことはよく

論をリードした方というのは︒

の意見によってやったという記憶は︑私はあんまりありませんな︒

ありました︒特に初中局段階で︑初中局長が大変意見の強い人でし

逆にいえば︑全省的な事務局じゃないと︑その結果を実現し

前に申しあげたように︑一つの特別委員会を開くときには︑この次

て︑ちょうど家永︹三郎︺さんの教科書問題で揉めていた頃に非常

むしろ窟房で我々が議論した方向で︑先生方の議論も踏まえ

の会議にはどういうことを議題にしてもらおうか︑このABCDの
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て一蹴されたのです︒森戸先生はその点はっきりしていましたね︒

て答申をつくっているのではない︒これは僕たちの意見だ﹂といっ

ているので︑今の初中局が仕事をやりにくいからということを考え

のときに森戸先生が怒りましてね︒﹁俺たちは大臣から諮問を受け

てくれ﹂といって引っ張り出した︒局長が黒酒とやりましたら︑そ

ないのだったら︑この次の委員会に出てきて︑局長︑あなたからいっ

として出てきたので︑私の裁量では削れない︒どうしても騎に落ち

から︑これは削ってくれ﹂といわれたけど︑﹁これは委員会の議論

にフリーなことをいおうとしたら︑﹁そんなことをいわれては困る

ですが︑意見が対立するときもございますでしょう︒そういうとき

んが一つの議論の方向にまとまっているところはよろしいと思うの

村上

んな話はここで聞くことはないといわれたのですね︒

からやめてくれ﹂と︑こういうふうになる︒それで森戸先生が︑そ

す︒なぜ困るのだといったら︑﹁これは政治問題になっているのだ

うするとそこで俄然︑﹁こいつは困る﹂というのが出てくるわけで

になると︑事務窟の考え方と局長の考え方はまた違うのですね︒そ

うです︒ただ︑さっきのB教組とか家永さんのように政治的な問題

大体向こうの雰囲気は分かっているという点は自信を持っていたよ

く書いて答申を出されたら︑こっちが迷惑だと︒そのことがこの答

ろがあると見られたでしょうね︒あんなやれもしないことを物々し

うですが︑多少︑原局のほうからは﹁狐を馬に乗せた﹂ようなとこ

とをやっていて﹂と︒その点は︑天城さんもそうだし︑私どももそ

西田

整理していまして︑中教審を四年間やっているあいだに︑今のよう

しかし⁝⁝︑それでふと思い出した︒このあいだ自分の昔の写真を

んでした︒そのときには私どもの主観が非常に入ったかと思います︒

わけです︒どちらをいっているか分からないようなことは書きませ

としまして︑その丸め方がいいかどうかをその次に議論してもらう

西田

つとう

それは逆にいえば︑原局のほうはやろうという気持ちからは

申が出たその後の停滞に大きな関係があるでしょう︒われながらそ

なまとめをやるときには物凄いフラストレーションが起きるわけで

と

伊藤

は両論併記していく形になさっているのですか︒

う思います︒しかし︑我々は委員のお話をまとめながらやっていっ

す︒私自身は︑自分の個人の意見とそれとは必ずしも一致していな

あともう一つ︑前の回の議論をサマライズするときに︑皆さ

離れてしまうということですね︒

たので︑べつに︑そう一人走りしたつもりではないのですけれども

いのですね︒こうしたほうがいいんじゃないかといって︑違う方向

いや︑両論併記ではなくて︑丸めるような話に持っていこう

ね︒原肥のほうは今の困難というものばかりを考えますから︑符来

へいってしまう場合もある︒しかし︑それはそれでまとめなければ

ええ︑﹁もう勝手にしゃがれ︒あんな理想ランドみたいなこ

の改革は俺の知ったこつちゃないというような⁝⁝︵笑︶︒

ならん︒そうするとストレスが物凄くたまるのです︒私は中教審の

その場合︑審議途中における三局との連絡というのはどうい

村上

四年間の間に︑市ヶ谷の官舎にいましたが︑自分のストレス解消の

ためにプラモデルをやり始めたわけです︒毎晩うちへ帰ってきて︒

うやり方だったのでしょうか︒

西田

あの頃︑プラモデル屋で昔の軍艦をやっていたのです︒私はこれで

それは︑私どもが官房審議官のほうで議論するときに︑事柄

によって︑初中局なり︑大学局なりの関係者を呼んできて議論をや

も帝国海軍のはしくれですからね︒

﹇同

ることもありました︒ですけれども︑この前も申しあげたように︑

窟房の企画室とか何とかというのは︑みんなほかの局で相当仕事を

ハッ︵笑︶︒

︹西田氏が持参したプラモデルの写真をみながら︺アハハハ
してきた人間ですから︑一々もとのところへいって聞かなくても︑
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小池

五十何隻の軍艦のプラモデルがうちにあるんです︒その一部

ウォーターラインシリーズですね︒

伊藤

小池多いですね︒今はテレビのキャラクターものが中心ですわ︒
西田

でも︑軍艦はずいぶんつくっていると思う︒

西田
分を写真に撮って︒戦艦︑巡洋艦︑駆逐艦︑航空母艦︑武蔵︑大和

だとか︑戦車だとか︒

今はオートバイだとか︑そんなものばかりでしょう︒飛行機

から︑五十何隻揃っていますよ︒

つくることがありまずけれども︑昔は削らないといけなかっ

小池

先生はいいですね︒僕はお金がなかったので巡洋艦までしか

小池

立てて︑接着剤が要らないんですよ︒

た部分がたくさんあったのですけれども︑今はパチパチパチと組み

潜水艦まであったのですね︒飛行機を載せている潜水艦があ

できませんでした︒

西田

所澤戦艦は高いからな︒

高い︑戦艦は三〇〇〇円くらいしたんですよ︒

るQ

小池

しかし︑これは細かい作業が必要でしょう︒ストレス解消に

伊藤

僕は小学校の頃につくったけど︑なかなか戦艦は買えなかっ
た︒

武蔵︑大和︒

所澤
西田

今度︑呉の海事博物館︹大和ミュージアム︺で︑一六分の一

なるのですかね︒

西田

小池

それをやっているときは夢中ですもの︒接着剤でこうやって

煙突を立てたりして︒女房が︑﹁お父さん︑やめなさい﹂といって︒

西田

伊藤

小池

西田

小池

そのなかで︑私が佐世保の軍港や呉で担当した軍艦もありま

凄いですね︒

ああ︑金満そうです︒

先生はちゃんと着色までされたのですね︒

果的には︑このプラモデルを見ていただければ︑欲求不満の塊︒

ら︑決して中教審の事務局というのが揚々たるものではなくて︑結

西田

大体が沈没していますね︒

すしね︑愛着があります︒

西田

もう︑みんな︒この前︑NHKでやった短歌の会で海という

西田

のは︑連合艦隊三艦隊分そろえている者もいるんですよ︒

小池

西田

伊藤

伊藤

西田

伊藤

駆逐艦を二隻つれて出ていきました︒

やはり︑﹁滅びしものは美しきかな﹂ですね︒

私は呉軍港で最後に見送りましたからね︒

西田

今でもマニアは︑その頃のウォーターラインシリーズという

大和の亡霊が走り回っていますね︒大和が沖縄にいくときに︑

宇宙戦艦︵笑︶︒

戦艦大和なんかが︑宇宙何とかになっているね︒

かなり大きいな︒

の大和をつくるという話があります︒

︻薗同 ワッハッパッハッ︒

題だったものですから︑私は︑﹁わだっみへ帝国海軍消えゆけり

向という戦艦があった︒これが︑戦争が激しくなって後ろ単分を飛

家内も︑亭主が欲求不満を弼とかしているんだろうと︒だか

滅びしものは美しきかな﹂と︒本当に滅びたものはね︑日本海軍と

行甲板にした︒それを防御するために︑両脇ヘロケット砲をつけた

んです︒このロケット砲は私どもが呉の研究でつくったわけです︒

このなかで︑ここ︹写真︺には載っていませんが︑伊勢︑日

いうのは明治以来一〇〇年間の伝統を閉じたわけですから︒
伊藤

二〇連装の︑バババッと︒この倒勢の模型を買ったときに︑それが

今でもこのプラモデルをつくっている方はたくさんいるんじゃ
ないですか︒
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ちゃんと飛行甲板の横についているんです︒中の説明には︑﹁これ

に微妙な問題はあまり触れなくて︑改革の方向としてはむしろきわ

ていなかったと思います︒初中局の最初のところは︑そういう非常

めて大きな目標だけを挙げていました︒

は何だか分からない﹂と書いてある︒これは俺たちがつくった︵笑︶︒
一圖円 ハハハハハ︵笑︶O

Aのところで︹答申要注目点︑三ページ︺いきなり︑ここで学校

開発のための先導的試行をやれというでしょう︒これが非常にこの

これがフィリピン沖の海戦のときに︑ババッと飛行機を追い

払って︑戦艦B向は無傷で帰ってきました︒まあ︑滅びしものは美

委員会で問題になりまして︑特にそこで︑四︑五歳児と小学校低学

西田
しきかなで︑変な話になってしまって︵笑︶︒

年というものは非常に類似性があるので︑そういう新たなくくりの

今のは重要な話なんじゃないですか︒何か分からないという

憶意

学校をつくったらどうだ︒それから︑中学と高校の一貫教育︒これ

は︑いま中高一貫をいっていますね︒これを小学校の分割とあわせ

のが︑それが何だか分かったから︵笑︶︒

西田

て考えたらどうか︒しかも︑ここにコ1ス別︑能力別ということを

中教審のまとめについての事務局というのはどういう立場に

あったかという一つの説明でありますね︵笑︶︒そうのびのびとやっ

いっていますが︑これは前回申しあげたように︑それを実施するの

に一体どういう教育をやるのかが分かっていないと釘をさしており

ていなかったということです︒

村上

ます︒小中高の全体のくくり方の変更︒最後に︑高専のような中等

この第二十六特別委員会のときに一番プラモデルづくりには

まってしまうような時期というのはあったのでしょうか︒

いた︒むしろ︑初中は私は全然関係したことがないんです︒しかも︑

のところは内容的にはむしろリードできたし︑自分の意見も言えて

専の第三代校長となる︺︑この一貫教育をやると︑結果的に私が思っ

は夢にも思っていなかったのですが︹昭和五十四年︑木更津工業高

おもしろいと皆さんいわれました︒私はまだそのとき高専にいくと

︹教育︺と高等︹教育︺二年を一本にした五年教育︒これは非常に

初中局は政治的な問題があったでしょう︒日教組の問題︑それから

たのは︑中学の一五歳から一八歳くらいの年頃の人と︑大学の最初

僕は︑自分が大学局に長年おりましたから︑高等教育の関係

教科書の家永問題︒そういうデリケートな問題があるので︑初中局

のへ︑二年︑このへんの人にはかなり年齢的に発達段階の違いがあ

西田

のまとめのほうに苦労しました︒クレームが出てくるのは初中局の

た意味の影響力を持つ︒先生が教えるよりも︑学校というのは仲間

る︒しかも︑その違いがあることが︑上の人が下の人に対して違っ

それは二十五特別委員会ですね︒

同士の影響力が多いので︑この五年間の一貫教育というのは非常に

ほうです︒

伊藤
ええ︒

では︑そこへ進んでください︒

局の人もそんなに心配し

伊藤

どこかモデル校をつくってみようということですか︒

〇年くらい続けて結果を出せということをいっています︒

ものは三者が協力してやるので︑少なくとも一つのことについて一

行政担当者が協力して︑専門組織でやれと︒この先導的試行という

何か学問的根拠に立って︑制度上の特例を設けて︑教育者︑研究者︑

面白いということを考えました︒ここで︑先導的試行をやるのには︑

西田

伊藤

大学局には私は十何年おったから︑

詩華高温貫教育と教員養峨の閥題

西田
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ロボコンで有名になりましたね︒あれは高専の特色を宣伝す

くさん来るでしょう︒あれも一つの方法ですかね︒

西田

あれはおもしろい試みだなと思っているのですけれども︒

モデル校ですが︑今のように特定の学校に文部省が金を繊し

はなく︑それをある学校でやるについては︑その学校のプロジェク
憐藤

NHKが担いでね︒この当時︑﹁一〇年間も続けてやるなん

西田

トについて︑文部省のほうも︑また地元の教育委員会も︑どこの大

西田

るには非常にいいと思います︒ああいう機械いじりの好きな子がた

学の研究者も︑チームとしてそこの企画を立てる段階から運用の段

て︑そんな気の長い﹂といわれたけど︑この答申が出てから︑もう

て︑﹁おまえのところは実験校だ﹂といってお墨付きを与えるので

階まで一〇奪間フォローするのだと︑そういう共同研究でやれとい

三〇診たっているのですね︒もし手をつけていれば︑幾つかのプロ

ジェクトの結果は出ているわけです︒

うことをしきりにいいました︒これはついに手がつきませんでした︒

伊藤

伊藤

しかしまあ︑このなかで︹答申要注目点︑三ページの2のA

に含まれる四項目のなかで︺中高一貫はある程度実現されています

それはもう︑日教組は絶対反対ということでしょうから︑まあ︑な

これは幼児教育として野心的な試みだからいいじゃないかというこ

西田

の提案で︑学校内管理組織と行政組織の整備︒それに︑校務分担の

西田次のB︹答申要注目点︑三ページ︺のほうが︑初中局の最初

かなか大変だったのだろうと思いますけれども︒

そうですね︒複線的なことになるわけですね︑いってみれば︒

ね︒

とをいっていました︒この部分は英訳して向こうに出したものです

職制︒これは︑校長が一人裸ではだめなので︑教頭その他諸々の分

幼児教育は︑あの当時OECDへいっても︑ヨーロッパでも︑

からね︒

西田

それから片一方は教育委員会︒それから︑一般国民の教育施設に対

地方は︑公立と私立がまったく違う︒片一方は知事部局でしょう︒

担を決めうと︒広島の校長さんが亡くなったようですね︹一九九九

年から一緒に始めるという意味において︑早期教育の効果を狙うと

する批判・要望を改善に反映させることを考えろと︑こういつてい

高専の場合は︑五年間で終わったところで大学にいこうとい

いう意味においては︑音楽教育などをそういうところでやったらど

ます︒これは︑ある意味で︑今でもPTAはよくしゃべっています

伊藤

うか︒それから︑きわめてりベラルアーツの旧制高等学校みたいな

けれどもね︒

年二月︺︒それから︑公立学校と私立学校の地方教育行政の一体化︒

ものにしたらどうかという意見もありました︒そこを終わった人は︑

伊藤

うことはあり得るわけですね︒

必要があれば大学や大学院へいくという道を開いて︒現に高専から

すか︒

東大も工学部が三年生から一〇人入れていますね︒

伊藤

やはり︑そういう反応は予想されましたか︒

いるんだ︒とんでもないことだ﹂と思ったでしょうね︒

いやあ︑あんまり聞いたことはありませんが︑﹁何をいって

所澤

これは︑いま高専といってももっぱら工業高専ですね︒あれ

ええ︒こちらは新しい分野で張り切っていたのですが︑答申

それはまたあとで行政組織のほうで出てきますが︑中学校一

いく特別な国立大学ができましたね︒ああいうことが当然あり得た

西田

Aの先導的試行の部分は︑初中局はどういう反応だったので

わけです︒長岡と豊橋に技術科学大学院がありますね︒

伊藤

西照

が出た途端に︑審議会のなかにいた小学校︑中学校の代表が真っ先

はロボコンで全国的に非常に有名になって︑高専というと︑みんな
ロボコンと︒

276

ジェクトをつくってほかに迷惑をかけないでやるんだというと︑納

聞に合っていますよ﹂と︑理屈にならん理屈ですがね︒新しいプロ

に反対しました︒﹁わがほうの小学校は明治以来六年間でけっこう

ただ︑その初任者研修自体はやり方がいろいろあって︑退職した校

も合格しないということではないですか︒島根の場合はそうです︒

所澤

すよ︒大卒とか大学院卒ですぐ採用されることはほとんどない︒

それは採用数が物凄く少なくなっているから︑試験を受けて

得しないわけですね︒どこかでいい答えを出されたら困るから︒

長先生がやっているところと︑三〇代とか四〇代のバリバリやって

今のあれですよね︒特区のなかで教育をやろうというのは︑

西田

小池
ある意味ではきわめてドラスティックな提案ですからね︒

なしでほったらかしていたのでは︑身分が不安定であるだけでどう

いる先生が指導しているところと︑いろいろあるようです︒

西田

ドラスティックといっても︑先導的試行ですからね︒全体に

文部省は猛反対ですものね︒

炉藤

しょうもない︒

所澤

誰がどういう中身でやるかが問題ですね︒どこかへ預けっぱ

及ぶわけではない︒

西田

たちに研修がないということです︒

ことよりも先生で決まる︒そこであれこれいっていますのは︑教育

上で︑やはり初等中等教育というものの良し悪しは︑ほかのどんな

C︹答申要注目点︑三ページ︺が教員養成の確保と地位の向

しかし︑これをやっていたらおもしろかったろうね︒

優れた教育実績を持っている人に職制と給与で別種の待遇を用意し

西田

所澤

研修の大学院を置けと︒これは実現したのです︒二つできましたね︒

伊藤

三つですね︒兵庫と上越と︒

鳴門とどこにあるのですか︒

西田

ああ︑そうですが︑三つですか︒そこまでは実現したのです︒

それから︑高度の専門性を持つ教員を育成するために︑現職

そうですね︒

いうことでしょう︒

して採用する︒これは︑最近︑校長さんに採用して問題が起きたと

次に︑学識経験のあるというところで︑一般社会人を教職と

もう一つ研修で問題になっているのは︑非常勤で採用した人

ですけれども︑そういうものが出てくると︑こちらがおちおちして

西田

実習だけではだめだと︒新任教育というのは︑一年間実地研修して︑

ろと︒つまり︑勉強してすぐれた内容を持った人を特別待遇しろ︑

全体には及ぼさないと︑そういうことをいつも断っているの

おられないと︒

これはいまどうなっているのですか︒

初めて教員に採用するということにしたらどうかということをいっ

伊藤

初任者研修というのはあるのでしょう︒

ていました︒

西困

初任者になっていますね︒だから︑採用は採用なんです︒

差劉をしろと︑日教組が一番怒ることをいったわけです︒それをし

揮藤

採用はもう︑教諭として採用ですね︒

なきゃ︑人間というのは本気でやらないものだと︒最後に日教組に

一言ものをいっています︒日教組というのは︑労働組合ではなくて︑

研修は一年間もやるのですか︒

一応︑初任者でもクラスを持つのですけれども︑一方で並行

職能団体として結成して︑自主的に相互研鐵をやって建設的な発言

をすれば世の中が大いに歓迎するだろうと︑日教組に訓示したわけ

県によっては︑教員に採用する前に一旦講師で採用してから

小池

です︒教員というのは一つのプロクェッションだから︑プロフェッ

して研修が行なわれています︒

騎西伊所西
澤田藤澤田

正教員にする︒採用枠が非常に厳しくなっているところもあるんで
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鞭

ショナル・アソシエーションというものは︑労働組合のように資本
家と富の分配について争うという︑そういう性格のものではないん

黒門ハハハ○

最後は︑教育改革のための研究推進措置をやれと︹答申要注

﹁まアまアしのプロクェッションですか︒

一同

伊藤

西田

寒点︑四ページ︺︒初中局で教育の質的改善ということをやろうと

だということをいったわけです︒

伊藤

すれば︑その具体的な方法が明らかでないことばかりだ︒今後の研

しかし︑臼本で職能団体ということになりますと︑それは弁

護士会にしたって︑何にしたってそうですけれども︑自分たちの利

ういうことをいってもどうしていいか分からない︒

究を待たなきゃだめだ︒今︑能力に塔ずる教育︑創造性の教育︑そ

医師会もそうですね︒

伊藤

益を擁護する団体になってしまうのですよね︒
西田

医師会もそうです︒アメリカの医師会と全然違うじゃないで

ないのか︒外国人に聞いたら︑職業と田本語に訳しているが︑プロ

西田

協力なしには解決しないものである︒ところが︑そういうものに協

はもとより︑哲学︑心理学︑社会学︑医学︑工学のあらゆる分野の

で書いてあるように︑中教審は居直って︑本来教育の問題は教育学

今はスローガンだけですからね︒

伊藤

クェッションというのは︑昔の牧師さんと先生と医者︑つまり人間

力する体制ができていない︒教育学者だけが闘まって︑勝手に熱を

そうです︒個性の尊重だって分からない︒だからその二番目

の魂と命を扱うものだ︒それがプロクェッションだといわれて︑な

上げているのではないかと︒この現状を改善するためには︑教育学

西田

るほどと思いました︒そういう人が職能団体をつくる︒ほかの職業

のための重点的研究課題を選定することと︑その研究開発の協同組

すか︒

組合とは違うのだ︒医者は生命ですよね︒坊さんも人の魂を扱う︒

織を整備し︑必要な研究費の配分︑研究成果の普及などを推進する

プロフェッショナルということが本当の意味で日本に浸透し

先生も人の心を扱う︒これがプロクェッションだと︒その神聖さと

ていますが︑まずそのためには文部省にそういう開発センターがで

教育研究開発センターという機能をつくれと︒ここでは抽象的にいっ

伊藤

きなければいかんと︒それが︑中教審が終わって︑その直後にでき

いうものがまだ本当に理解されていない︒

当は格付けをしなければいけないですよね︒職能団体であるのだっ

たのですが︑半年後にはつぶれてしまいました︒これが︑前申しあ

自己研鐵をする︑そして相互研鑑ですね︒やはり︑ここは本

たら ︒

んなことをやるといいのですが︑日本学術会議でもそうはいきませ

西田

から︑情けない話です︒

が︑局長から︑﹁おまえ︑仕事をしてはいかんしといわれたのです

げたように︑私の官房で部下だった人がそこの室長になったのです

一般の国民が尊敬するような形で︑一つの提案をしたり︑そ

んでしたな︒学術会議の議長を長年やった近藤次郎は私の高等学校

そこまでが第二段階の終わりで︑初中と大学ができて︑今度は最
終段階のところにまいります︒

の同級生で︑岡じクラスなんですよ︒おまえがやっている︑ぐらい
でね︵笑︶︒あれがこのあいだ文化勲章をもらったんですね︒﹁おい︑

所澤

たのですか︒

すみません︑今の教育研究開発センターを実際に実施すると

何でもらったんだい﹂と冷やかしたのですけれども︑やはり︑﹁まア

きに︑国立教育研究所を活用するというようなプランは出てこなかっ

尾

まア︑まアまア﹂とまとめるのがうまかったのでしょう︒あれもプ
ロフェッショナルになるのですかね︒
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立研究所の人に出てくれといったら︑みんな尻込みしましてね︒そ

すなあ︒いろいろなテーマによって︑専門委員をお願いしたいと国

西珊

時の社会の雰囲気として︑日教組が突き上げてきて地方の教育委員

ますし︑優秀な人もいらっしゃるのですが︑残念なことに︑その当

西田

ようという気に初中局はまったくならなかったのですかね︒

伊藤

しかし︑せっかくこういう考え方が出てきて︑何かやってみ

ういう高級な議論にとてもついていけないから勘弁してくれと︑自

会が音を上げて︑それに対癒するために︑今のような組合活動の雰

がないという感じですね︒むしろそういう点で︑組合のほうと真正

あの当時の中教審のときには︑国立研究所は信用なかったで

分で積極的にやるようなことがなかったです︒この委員名簿で専門

囲気のなかでは︑あまり将来の夢のような話はちょっと考える余裕

たデ⁝夕をもらうというようなことはありませんでした︒むしろ︑

面から喧嘩するというわけにもいかんし︑彼らが反対するようなこ

あの当時の初中局の関係者で私どもも親しい人がたくさんい

し︑研究所とタイアップしてどうこうするとか︑向こうからまとまっ

委員のところに幾つか教育研究の人が入っていますけれども︑しか

この膨大な資料のうちの大部分はみんなうちの調査課がやった︒研

と︑火をつけるようなことをやってもらいたくない︒さりとて︑文

部省としてはやはりきちっとけじめをつけていきたい︒その教員組

究所がまとめてくれたところはまったくありません︒
役に立たない研究所ですね︵笑︶︒

嶋︹彌︺さんもそうだし︒私が初中局に話しにいって︑あの人らの

伊藤

西田

組合に対する感覚は力んでいる感じがありました︒その点︑今度は

合との対立意識というものが非常に初中局の人のなかには強かった

かったですね︒さっきの家永問題に関係したところだったと思いま

たまにB教組が大学問題についてクレームをつけにくると︑私は庶

初中局のほうから意見が出たというのは︑ここに取り上げら

す︒前期の教育発展を振り返ったときに︑やはり︑今までの国の教

務課長のときに対応したわけです︒大学管理の問題とか︒私は自分

村上

育に対するコントロールというものと︑学校の先生方の自由という

も組合をやったことがあるから︑堂々とやりあいしましてね︒教員

ですね︒その典型的なのは︑木田︹宏︺さんなんかがそうですね︒

ものについて︑指導要領なんかでしばりつけないで︑もう少しゆる

の勤務量調査をやったときに︑教員の先生というのは超過勤務手当

れているAからDまででしたら︑やはりB︹学校内管理組織と教育

めたらいいんじゃないかという話が出てきたことがありました︒そ

てをもらうようなことは何もないという喧嘩ができたわけです︒日

木田さんは初中局の地方課長なんかをやったし︑次官になられた安

ういうことについて︑こんなことをされたら︑まさに家永さんがいっ

が暮れたら帰るので︑田舎の先生というのはB没とともに帰ってい

行政体制の整備︺なのでしょうか︒

ているようなことになってしまうわけで︑教科書検定もやめうとか︑

ると︒なぜならば︑生徒の父兄が畑でまだ仕事をしているときに先

局長がクレームをつけたのは︑ここに書いてあるものではな

そんなことになっては困ると︒そういう議論があったときのことだ

はなくて︑二六によって決まっているのだ︒だから超過勤務なんて

生が帰るのはみっともないわけですね︵笑︶︒仕事が忙しいからで

樫藤

いうのはあり得ないと︑そういうデータを説明しましたら︑﹁これ

と思います︒この答申に載っている部分では特にありません︒
はあまり乗り気ではなかったでしょうね︒

y

はブルジョア統計だ﹂といいやがった︵笑︶︒私も癩に障って︑何
ええ︑﹁そんなことをいったってやれっこない︑誰がやるん

西田

がブルジョア統計だと︒日本じゅうの各県の小学校︑中学校をサン

しかしまあ︑この答申に載っているようなことは︑基本的に

2003年3月15日

だ﹂という調子ですね︒

279

回

0
…一

プリングして︑しかもそのなかの個人をサンプリングして︑その先

いう生き甲斐を与えるようなことをしたら︑本当に教員に良い人が

ここで特に強調したのは︑こんなおもしろいことがあるのか︒そう

ることですが︑一年程度の実習の制度化︑現職教員の大学院︒これ

その次に︑教員の資質の向上と処遇の改善︒これも何遍も出てい

つの決め手だということを︑委員会では皆さん非常にいわれました︒

世界ほど面白いものはないそと思わせるのが︑教育の質的向上の一

来るだろう︒会社へいって何か機械をつくっているよりも︑教育の

生が帰ったデ！夕を集計したのですから︑ブルジョアもクソも入り
はい︑では第三段階ですね︒

ようがない︒最終段階に入ってよろしいですか︒
伊藤

國大学の管理運営に薫ずる制麿的な改革

と︒実施校を特例校として︑独自の教育課程と教員組織で運営する

府がやれと︒学校の設置者側の希望を聞いて︑実施校を選定するこ

そのための研究開発の総合的な実施計画を立案すること︑これは政

まとめた︒その第一が︑新しい学校体系の開発と︑現行教育の充実︒

けです︒そのなかで︑この提案を要約して幾つかのプロジェクトに

結局政府の施策としてどうやるかということの問題に絞ってみたわ

西田

用しよう︒それから︑初等︑中等の教員の初任給というのは︑人材

認定を持った人には︑これこそ給与表を別にして︑別種の等級を適

い︒それから︑教頭や大学院で再教育を受けた人とか︑高度の資質︑

なので︑これは小学校だ︑中学校だ︑とかで格付けするのはおかし

ないかと︒プロクェッションなのだから︑優秀な人はどこでも優秀

校と中学校と幼稚園とで先生の俸給が違うというのはおかしいじゃ

いっているのです︒先生の給与を学校種別で差等を設けない︒小学

ることで︑中身としては︑これはずいぶんドラスティックなことを

はできたのですね︒このような職制︑給与︑処遇の改善措置を講ず

こと︒実施校に財政措置を講じ︑研究開発の指導と援助を与えると

入手のために一般公務員に対して三〇ないし四〇％上げましょう︒

今の問題を拾って︑初中︑中等︑大学とやってみて︑これを

ともに︑その成果を継続的に評価できる体制を整備する︒こういう

こういうきわめて大胆なことを答申にはっきり書いたのです︒

これを大蔵省は怒りましてね︒この計算は︑学生の就職状況調査

先導的試行のやり方を︑まず政府が政策としてやりなさいというこ
と︒これはとうとうやりませんでした︒

作る︑そういう学者グループのまとまりをつけなさいと︒文部省の

面︑実践面︑行政面の努力を結集して︑課題解決に取り組む体制を

究開発︒さっきと同じですが︑関連学問分野の連携のもとに︑学理

人が来るためには︑教員というのは残念ながら職業的魅力が低いか

を一つのモデルをつくってやりました︒一般公務員の中級くらいの

職業の種類とによって優秀な人間がどうより多くいくかという分析

いうものと︑同じ職業でも給料が高ければそちらへいくと︑給与と

からやって︑コンピュータで結論を出したわけです︒職業の魅力と

組織のなかに研究協力体制を整備して︑研究者の連絡と情報交換︑

ら︑給与のほうで三︑四〇％上げてそれを埋め合わせよう︒これが

その次に︑教育改革の推進と︑教育の質的水準の向上のための研

研究費の配分︑成果を行政施策に動かす役割を持ったセンター的機

コンピュータで出てきたわけです︒おもしろいでしょう︒そのコン

ていったわけです︒分かりゃしないですね︵笑︶︒ざまあみうとい

ピュータが打ち出したやつを︑﹁これを見てくれ﹂と大蔵省へ持っ

能を設けうと︒さっき申しあげたように︑これができたのですが︑
つぶれました︒このような活動によって︑教育という無限の可能性
を持つ分野に︑先導的試行で今までにない新しいことをやらせる︒
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時の文部政務次官だった西岡︹武夫︺さんとか︑その友達の河野洋

う︒これを堂々と書きまして︑文句をいわせませんでした︒あの当

いうのが主でした︒

ろくに勉強もできないし︑待遇も悪いから︑これをなんとかしろと

たらいいか﹂というから︑﹁これだけやったら組合は文句いいませ

所澤

西田

そうですね︒

本当に助手は勤めている部局によって全然待遇が違いますね︒

そうですが︒

した︒本当に研究に専念できました︒

僕は研究所の助手だったものですから︑非常に楽をいたしま

平さんとか︑このあいだリクルートでやられた官房長宮だった藤波
伊藤

んから﹂というと︑﹁よし︑それでいこうしということになって︑

伊藤

︹孝生︺さん︑そういった方が文教族として︑﹁西田君︑どれをやっ

義務教育教員の確保に関する法律︹﹁学校教育の水準の維持向上の

で高等教育が出てきました︒既にいっていることで︑多様化を促進

西田次に︑高等教育の改革と計画的な整備充実というので︑ここ

︵昭和四十九年法律第二号︶︺ができたのです︒それで︑二︑三年で

するための設置基準の運用を弾力化し︑整備充実に対する国の基本

ための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法﹂

三割くらい上げたのです︒その後は元の木阿弥になったかも知れま

をしろと︒つまり︑みんなを〜斉に変えるというようなことはできっ

計画を策定し︑目標年次を定めて︑政府と大学とが緊密に協力して︑

その次に︑大学の助手の初任給というのは︑助手のご経験のある

こないからということで︑この当時は︑政府がリーダーシップをとっ

せんけれども︑これだけは実現しました︒これは︑文部省にコンピュー

方はやはり︑雑用ばかりやらされていると︒だから︑もっと助手の

て︑﹁いい案を持っていらっしゃい﹂と︑それが来たら文旬なしで

準備の整ったものから重点的に財政支出を行なって︑先行的に整備

人は一般教論と同じくらいにして︑大学の教授の最高級は行政官の

それだけ予算を出しましょう︒まあ︑金で釣るような話ですが︑そ

タが入って︑行政の実益として出てきた最初のものです︒

最高級と同等になるようにしろとか︑なかなか教員尊重ということ

に実現しませんでした︒

ういう形で改革を進めようといったのですが︑そういうことはつい

助手の初任給は確かにだいぶ上がりましたよね︒僕の助手の

を強くいっております︒

伊藤

大学設置基準と設置認可のことと︑それから設置大学の提出する改

文部省に国の基本計画の策定をすることと︑実施成果の評価と︑

所澤

革の案について︑これがいいということを大臣に答申建議する新し

頃と︑そのあとに助手になった人では︑相当な格差がありますよ︒

くらいまでは︑助手は年齢ではなくて採用された一年目からという

い審議会をつくれと︒それが大学審議会という名前で別にできまし

そうですが︒閻違いかも知れませんけれども︑昭和二十年代

形でカウントされるので︑年齢が高くても低くても︑一年目︑二年

たが︑そういうものではなくて︑もっと計画的整備のためのリーダー

ああ︑そうかも知れませんね︒

取りまとめて︑その実現を強力に推進する主導性を確立するために︑

目︑三年目と数えられて給与が同じだったという話を聞いたことが
伊藤

それがどこかで変わったみたいです︒

学長を助けて改革の仕事に専念できる常任委員を置くことができる

シップをとるところだと考えていたわけです︒

所澤

この委員会で大学の先生方が特にいわれたのは︑助手の人と

あるのですけれども︑そうでしたか︒

西田

ようにと︒学長さんが一人ではどうしようもないということですね︒

それをやるためには︑大学の側も全学の意思を結集して改革案を

いうのは教授のセクレタリーみたいで︑教室の雑用をやらされて︑
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積がないわけです︒今の教授会が選んでやるというのは結構だけれ

がいったようなことばかりいうわけですね︒繰り返しで︑経験の蓄

て︑﹁私は最近こういうことをしたんだ﹂と︑もう何年も前に誰か

長会議をやると︑三分の一くらいの入は新人です︒パッと立ち上がっ

ね︵笑︶︒ご苦労でしたと︒だけど︑年々歳々そういう格好で︑学

西田

いうような顔でやるわけですね︒

ども︑しかし︑三顧の礼をもって迎えられたのでやむを得ずやると

伊藤本当にそうですよ︒皆︑なりたくてなる人が多いのですけれ

ということをいっているのです︒

それはそうです︒

ども︑学長になるときに︑その人が学校の管理者としてリーダーシッ

長会議というのは何も進歩しない︒先生方が研修を受ける機会もな

伊藤

プをとるための研修を︑国立大学協会に金をやりますから︑協会が

いし︑それが最大の問題です︒

私ども国立大学のことに深く関係したのですが︑大体三年ぐらいた

やりませんかと︒文部省がやるといったら角が立ちます︒やはり︑

そういう学問的なあれが何もないじゃないか︒紺麗の白袴だ

そこで学長さんの最低限度のマネージメントの研修をしたらどうだ

伊藤

西田

と︒その優秀な人がもっとパーマネントの学長もやるようになって

うのは全然別問題ですからね︒

つと学長さんは皆さん任期が終わるのですかね︒ですから︑毎年学

いったら大学も変わるのではないかといったのですが︑これは実現

西田

ノーベル賞の朝永︹振一郎︺先生が教育大の学長をやると︒

学者ではあっても︑管理者としての能力があるかないかとい

やめたときに︑﹁おめでとうございました﹂というのだから

しませんでした︒

まあ︑立派な方なのでしょうけれども︑私はとにかく皆さんの大勢

素人が非常に短い期間にどんどん代わって学長をやっていた

せんと︵笑︶︒どうしょうもない︒だから︑そういう学長の分身を

伊藤
西田

つくって︑少なくとも仮に学長さんがかわったとしても︑副学長と

が支持するところを実行するのが責任で︑それ以上の意見はありま

営学部というのがあり︑会社のマネージメントについての学問とし

かスタッフというものが経験をずっと引き継いでやるようにしなけ

日には︑これはとてもではないけれども︑侮もできません︒

てある︒しかし大学の経営というものを誰がやっているのですかと︒

ればだめだと︒経験の引継ぎがないところに進歩はないですよね︒

できません︒私どもはよくいったのですが︑大学のなかに経

大学の経営学部というのはないじゃないか︒それをどこかの講座で

五番が︑国・公立大学の管理運営に関する制度的な改革で︑先ほ

どの行政法人に関係があります︒幾多の問題を指摘しながら︑これ

つくったらどうかと︒だけど︑その授業を担当する人が︵笑︶︒

まで具体的な成果が上がっていない︒これは大学側の閉鎖的な自治

めであって︑今までどう答申を出しても︑国大協が真っ先に︑﹁ちょっ

まあ︑そうですねえ︒だけど︑大学は経営ではなくて︑あれ

と待ってくれ︑これをやらんでくれしという︒これを改めるには︑

伊藤

西照

意識から︑外部からの批判を受け入れようとしない長年の慣行のた

社や何かのように経済的利益を追求するという目標がはっきりして

翻度改革の推進体制を進める過程において︑政府と大学の間に信頼

は先ほど先生がおっしゃったように行政組織ですから︑経営はあり

いるところと違うのですからね︒大学のなかには︑行政官あり︑教

関係がないというのが最大の問題だと︒だから︑上の先導的試行み

得ないのですね︒

授がおり︑学生がおる︒まったく違ったものをどうまとめてやって

たいに︑﹁俺の学校はこう持っていきたい﹂というモデルプランを

しかも︑私が持論としているのは︑大学というのは一般の会

いくかという︑この経営・運営というものは物凄く難しいものです︒
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れている行政法人とはどういうものか分かりませんけれども︑かな

このためには法制の整備を行なう必要があると︒これは︑いまいわ

置者から大幅な権限の委譲を受けて自主的に運営するものであり︑

大幅な弾力性を認められるものとし︑新しい理事機関は︑また︑設

の法人とは︑国の標準教育費によって定額補助により︑財政運用上

ことは信用ならんという形では何も進まん︒それから︑新しい形態

を非常に強くいっています︒ただ答申を出したって︑文部省がやる

その基本的な信頼関係を確立するのが先決であると︑ここのところ

う新しい実行をやっていくうちに両者の信頼関係ができるだろう︒

持ってきて︑それを文部省へ相談して︑どんどん金を出す︒そうい

かというのですが︑しかし︑全体としては標準教育費という考え方

費だけを援助するというやり方がある︒こういうことをしたらどう

な計画に基づいて特定分野の教育研究を振興するために︑特定の経

に評価を行なう︒標準教育費の一定割合を助成する︒最後は︑公的

件のもとに特色ある教育を担当する︒援助の効果については定期的

すね︒Cは︑このへんは少し変わってくるのですが︑適当な教育条

れども︑国公立に準ずる財政だと︒これもまあ︑中途半端なことで

で︑特定の専門や人材育成をやる︒これに対して国の調整はあるけ

るじゃないか︒Bは︑一定水準以上の教育の機会をやるということ

て︑そのかわりに公のコントロールを受ける︒そういうやり方もあ

いろいろな選択肢をつくったということですね︒

は一応出ているのですけれども︒

伊藤

そういうことです︒あんまり芸が細かくて︑私らもよく分か

りリベラルなものにしていきたいということがあったわけです︒

所澤

西田

今のところなのですけれども︑標準教育費という発想なので

すが︑このときに国立大学の特別会計を大学ごとにばらばらに分け

りませんでした︒

これは︑今の税制調査会長をやっている権沢︹英之︺君が大

圏長期教育計画の策定と予灘計量

るというような考えは出てこなかったでしょうか︒

西田

蔵省の主計官でして︑あの人の思いつきで国立大学特別会計をつくっ

て︑どこかの学校の予算で余裕があるのをこちらのほうへ持ってい

西沼

けるようなプールをつくろうという思想でいたのですが︑全体の懐
自身が大きくならなければどうしょうもないのですね︒個々の学校

うのは︑結局︑教育過程の青年が学校の区切りの段階で適切に移行

発想です︒天城さんが方式A︑B︑C︑Dというのをつくって︑書

ろと︒これは私はあまりよく分からなかったのですが︑天城さんの

のためには次のような助成をし︑私学自体がそれを選べるようにし

が︑特にここでは私学助成のことが問題になって︑私学政策の転換

教育の⁝機会と教育条件の保証︒いろいろなことを書いてあります

ついて枠を決めうということをいっています︒

る必要があるときには立法措概を検討すべきであると︑選抜制度に

の実現に援助を与えるとともに︑そこに最後に︑その実行を保証す

視する︒これまでの研究ではこういうことが分かっているから︑そ

だけで運用されてはいかんということ︑ここでは非常に公共性を重

するというための広義の教育制度なのだと︒だから︑各学校の都合

その次に︑大学入学者選抜制度の改革として︑選抜制度とい

という話はなかったと思います︒聞いたことはありません︒

いたことがよく分かるといえば分かるのですが︑Aは︑公立学校と

前回の資料はそこまで書いておりまして︑それから以降をきょう

は二︑三枚やりましたので︑次の資料をごらんいただきます︒きょ

ともに教育の機会を均等に保証する︒やることは公立と同じなのだ
と︒だから︑教育条件も︑財政負担も︑公のものと同じものをもらっ
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うはおしまいまでいけると思います︒

増加とか︑日本の経済成長とか︑いろんなことがある︒これは教育

けができるかどうかということもやってみる必要があるという形で︑

とをやれといったけれども︑本当にそれをやるだけの財政的な裏づ

十七特別委員会の専門部会がこれを取り上げました︒いろいろなこ

ないでしょうが︑長期教育計爾の策定と推進の必要性というのを二

に︑おそらく今までの文部省の答申には一度もなかったし︑今後も

からないのだと︒このことを非常に強調しております︒

見落としていた要素が分かるのだと︒予測していなかったら何も分

測が失敗することで初めて︑なぜ失敗したかということで︑今まで

その予測ですから︑失敗があると︒ここで一番いっているのは︑予

へこういうものを入れたらこうなるというような区別をして︑仮に

その両方を見分けて︑どうしても自然の形でいけばこうなる︒それ

いうことによって︑そこにいろんな財政上のものが変わってくる︒

政策ではどうしようもない︒しかし︑政策選択として何をするかと

この問題をやったわけです︒最初にまず︑必要性としては︑国家目

その次に︑これは﹁至論しと書いてありますが︑この答申のなか

標による公的な計画を調整する必要があるのだからこれをやれと︒

計値というのは︑今後の人口推移だとか︑学齢人口のあれだとか︑

予測計量の試算方式としてはこんな形で書いてあります︒基準推

者の負担だけではやれない︒公の財政が必要なのだから︑それの見

そういう外から決まってくるものです︒課題別推計値は︑このテー

二番目に︑教育事業というのは膨大な金がかかるので︑とても当事
積もりをしておかなければ︑何をいっても架空の話になってしまう︒

がらやるので︑結果が出るのに非常に時間がかかるのだから︑経済

は五年先どころではない︑それこそ百年の計で先の見通しを立てな

てうまくいかなかったら毎年修正しているわけです︒教育というの

に並ぶようなものにしたい︒しかも経済計画は︑五ヵ年計画を立て

というようなことではだめだと︒そこまでもっと本格的な経済計画

ものもできて︑一々文部大臣が毎年大蔵大臣と膝詰めで金をもらう

部がそれに右へ倣えになってしまう︒そういう形で教育計画という

定すると︑それが結果として大蔵省も縛るし︑通産省も縛るし︑全

経済企画庁がつくって︑大蔵省とすったもんだして︑あれを閣議決

りましたのが︑経済企画庁の経済計画︒経済五ヵ年計画というのを

そういう意味で長期欝画をやれと︒このときに私どもが一番頭にあ

果を確認するのにも︑三年や五年じゃない︑もっと長期を要する︒

統計のこれからできている︒課題贋というのは︑幼児教育の普及︑

幼児教育の普及ということでこうなる︒基準推計値というのは人口

資総額﹂参照︺︑ここに標準教育費として︑自然のあれからいうと︑

ですが︑ここに教育投資総額というものがありまして︹表﹁教育投

西田

翼廊

です︒

抜粋のほうですね︒これは私も苦労してつくって︑得意なの

二七と書いてありますね︒

れはここで試算しまして︑長期計画の資料をここに載せているわけ

調査というものがあるだろう︒こういうことが長期計画なのだ︒こ

いう負担区分を分けて︑そしてそれをやっていくための教員の需給

せたものが教育投資総額になる︒その投資総額を誰が負担するかと

それだけ増えるわけです︒その三つの種類がある︒それを足し合わ

ら政策変動値として︑例えば先生の月給を何割上げるとなったら︑

マをやったらこれだけかかるというテーマ別のものもある︒それか

計画よりももっと長期計画をしなければだめだというのが思想にあ

特殊教育の拡充︑先導的試行の実施︑教員再教育と︑こういうのは

質的な改善のための研究開発というのは国家的な規模だ︒実施成

りました︒このことはあまり今でも認識されていないと思います︒

課題別です︒政策変動値としては︑教員給与の改善︒初中教育の改

一一七ぺ！ジですか︒

予測計量というものは︑いろんな外からの要因というのは︑人口の
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教育投資総額
47〜55年度

事

項

別

区

46年度

分

55年度

累積劇年平均

基準推計値（・）i、欄152錘i58｛魍（LQP．．，Ok．1．i，翻
課
別推

題

計
値

幼稚園教育の普及充実

UOO

25650

2850（4．9）

（2）

特殊教育の拡充整備

630

i7790

1980（3．4）

4830
3580

（3）

先導的試行の実施

2940

330（O．6）

460

180（O。3）

300

900（L5）

！560

（工）

（4）

教員再教育「大学院」の創設

1580

（5）

新任教員の研修の実施

8120

教員

与の整

給
政

策

団

初中

闘髄■

63！0
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に幾らかかる︒それをやって︑最後に大学院の設概から研究院の設

といったって︑﹁そんなもの︑金があるか﹂といったらそれきりな

要するに︑今までの答申というものは︑﹁あれをやれ︑これをやれし

うとしたわけです︒予測計量は︑私どもが多少得意になって︑いさ

置までやっているわけです︒これ全部やって︑ここまで必要な金が

のですけれども︑やる気になったらやれるのですよと︒狂ってきた

善のための実験をやる︒こういうものをやると︑そのたびに金が増

出てくる︒それを昭和四十六年から五十五年までやって︑この一〇

のは経済成長がそこで足踏みしちゃったということが一つのあれで

さか技術的に自分で独りよがりになっているところもありますが︒

年間で幾らになるか︒そして︑この金額というものは︑その間の日

すね︒

えるわけです︒それが︑この五ヵ年聞の間に毎年平均幾らで︑最後

本の経済成長がいま予測されているような形で経済計画のほうがいっ

本の支出というものは︑経済成長がこうなっていけばこのくらいま

が︑今のような財政上の支出ということでやっていった場合に︑日

ら︑予測計量というのはそんなにばかにしたものではないと︒これ

がっているんですよ︒ここから︑ガサッと落ちているんです︒だか

大学入学者数の予測﹂参照︺︒これもここ︹昭和五十五年︺まで上

西田

伊藤

ええ︒それから︑これは大学と短大です︹園版﹁大学・短期

むしろ予測値を上回っているわけですね︒

それまではずっとここまでいっているのですね︒

ど石油ショックになる︒だから︑経済成長が狂ってきたわけです︒

がっている︒なぜかと思って見てみたら︑昭和五十五年度らちょう

す︒このへんまでいったのですが︑昭和五十五年頃からガタンと下

なるかというのをずっと出したわけです︒赤がその後の実績なんで

と︑これくらいまでピタッと合うわけです︒今後の一〇年間でどう

参照︺︒過去の実績をこういう統計的な一つのモデル式でやります

う上がっていくか︹図版﹁中学校卒業者の上級学校進学率の予測﹂

ていただくと︑中学から高校へいく進学者の進学数というものがど

このときの予測計量で︑これは教育投資のことですが︑ついでに見

明したわけです︒そのことが非常に私どもは得意だったのですがね︒

というのだったら︑それだけの札付きの政策がなければだめだ︒な

だ﹂といったら︑﹁いや︑それの金部だ﹂なんて︒そうしてみせる

うならんと困るというのは︑そうしてみせるというのか︑どれなん

のは︑﹁予測して︑放っておいたらこうなるだろうというのか︑そ

みたいなものをやっていましたけれどもね︒あのときに私がいった

ことは︑この五ヵ年聞に大学がどれくらい増えるかという予測計量

とんどその後も注目されていないでしょう︒その後文部省がやった

ういう格好で︑これの付録みたいなものになってしまいました︒ほ

労しなくても軌道に乗るのではないかと思ったわけです︒これはそ

て次の一〇年計画でやろうということになれば︑毎年予算で一人苦

世の中へ打ち出して︑できれば強力な文部大臣が閣議決定してもらっ

こういうものを大蔵省へ突きつけて︑文部省の長期教育計画として

だから︑これを本気でやれば確かに説得力のあるものが出てくるし︑

特に一般社会からの補給が必要になるということをいっています︒

大学院・研究院を先行的に拡充してやらないと︑先生が足りない︒

ここで問題は︑あれだけ下の学校の教員の給料をのばしていくと︑

この答申ですべての政策課題の実現の可能性があると︒教員の需給︒

ど合っているわけです︒それから国民所得に対する割合というのは︑

％︑短大が八八％︑大学が四九％伸びた︒大体今の赤い線とほとん

試算結果の問題点ですが︑五十五年までの一〇隼間で高校が一七

でいけて︑それは諸外国のやっているものに比べてとんでもない金

るだろうというのは天気予報みたいなもので︑俺の知ったこつちゃ

たら︑決して過重な方法ではない︒十分やれるのだということを証

ではない︒経済さえいけばいけるのだということをここで証明しよ
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中学校卒業者の上級学校進学率の予測
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ないと︒予測計量というものも︑目標としてやるんだという決意の

に比べて高くなるということはないわけでしょう︒むしろ低いほう︒

伊藤

国家財政のなかに占めるパーセンテージが︑そんな欧米諸国

あらわれでなければ予測計量する意味はない︒これは︑少なくとも
西田

伊藤人口問題研究は厚生省か︑人口推計が間違っているというも

数値から独りでにこのカーブは修正されてくるわけですよね︒

が次の高等学校の数に影響している︒その変更がくれば︑出生率の

が皆入っているわけです︒今から何年先の小学校卒業生というもの

いう次の課題に入るわけですね︒

成長がとまる︑人口増加がとまる︑その場合に一体施策をするかと

伊藤

校からの進学者︑それのずっと積み上げなのですから︑経済企画よ

ぐ理科系の人をたくさんくれといっても間に合わないんだ︒高等学

大学入学者で決まってくるのだ︒だから︑三年や五年の短期で︑す

今から五年号の大学の理科系の卒業生というのは︑今から四年前の

んてよくいわれましたからね︒教育計画というものでやる場合には︑

らに大学生を卒業させて︑理科系と文科系の調整をやっていないな

西田

伊藤

経済企画庁が経済計画をやるのが難しくてね︒文部省がやた

そうなんですよね︒

ら横ばいしちゃっているわけです︒あんまり出さないわけですね︒

で出ているわけです︒日本の戦後のやつは︑経済が伸びだした頃か

それが最後の国際比較の表︹原本答申書︑七五〜七六ページ︺

これだけのことをやりますという目標ですからね︒

のね︒あの推計よりもはるかに人口増加率が下がっちゃったなあ︒

西田

まあ︑こういうことは︑四六答申以降︑文部省はやったこと

まあ︑これでやっていれば︑当然︑ずれが出てきます︒経済

西田

りはるかに長い見通しを立てなければいかんということをいったつ

伊藤

この特論の考え方といいますか︑難論そのものに対して文部

今もないんじゃないですか︒

所澤

もりです︒

この予測計量の計量式からいうと︑このなかに人口とか何か

はないでしょう︒

村上

研究院というのはどういうイメージなのでしょうか︒

と︒それは︑少なくとも経済成長が順調にいけば十分やれます︒し

けいろんなことをいっているけれども︑金の面で本当にやれるのか

西田

ナルな︑海のものとも山のものとも知れないような探究というよう

してきわめて実用的なものをやるようになるだろう︒むしろオリジ

西田

伊藤

大学院というのはあの段階で︑むしろ社会人の再教育機関と

大学院︑研究院というのは同じなのですか︒

ここで﹁研究院﹂という言葉が出てきているのですが︑この

省の内部での受けとめ方というのはどうだったのでしょうか︒

かも︑それは諸外国の財政状況による教育費の伸び方と同じ傾向で

なことは研究院で自由にやれるようにしたらいいじゃないかと︒

これは私らがおもしろがってやっただけで︑とにかくこれだ

やれるのです︒むしろ戦後はそれを怠けていますということをいっ

伊藤

ええ︑別のものと考えています︒

一応︑別なものとして認識しているのですね︒

ているわけです︒そのことの証明としてやろうとしたわけです︒やっ

てみて︑B本経済では歯が立たないということなら︑それはまた︑
それを引っ込めなければいかん︒やりたいことをみんなこちらでいっ

研究院は学生がいないということですか︒
いや︑いるのでしょう︒

ここも﹁研究院﹂と書いてありますね︒

大学に付澱研究所とかいろいろあって︑その後︑ 付置研究所
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てきたわけでしょう︒それをここへ全部並べてみて︑結構やれます
よということを出したわけです︒これが間違っているのなら︑間違っ
ているという証明をすればいいのだからね︒

所西伊所西
澤田藤澤田

5日
2003年3印
峯穫隈圃回

また違うのですか︒

は減らす方向に進んでいるようですが︑付置研究所のイメージとは

書いてあることはあたりまえのことで︑人間形成の多面性というこ

会でやりました︒ここで︑あと二枚ほど文章が書いてありますが︑

とです︒これは森戸先生がいわれ︑皆さんで推敲して︑かなり得意

違いますね︒大学院はあの当時だんだん社会人の再教育とい

西田

成していく︒そのときに︑人間というのは自然界の一部分なのだか

なところなのですが︒﹁人間形成﹂と俗にいうけれども︑人間が自

独立した組織として大学のなかにつくるという︒

ら︑体とか健康というのは自然界の法則に従わなければだめになっ

うことでウェートが上がってきたから︑もう切り替えようというこ
所動

そうですね︒あのときは大学院も研究院も特定の大学に置く

分の環境とインタラクションによってだんだん自分というものを形

西田

てしまう︒その自然界のなかに適応する人聞というものの形成と︑

とになったのだと思います︒

という思想を離れたほうがいいといっている︒幾つかの大学の連合

人間形成の目標になる︒どれが欠けてもだめなのだと︒頭がいいけ

社会生活のなかで適応できる人間︒それから︑文化的価値を創造し

れども体が弱いというのはだめなのだということですね︒そこで人

によってつくるという考え方でいいのではないかと︑そういうこと
まあ︑総合大学院みたいな︒

ていく人闘︒三つの側面があって︑それの効率的な発展というのが

総合大学院大学みたいな連合大学院︒

間形成というものをそういうふうにとらえる︒

をいっています︒

今は独立の大学院もできたのですか︒

その次に︑ところが人間形成というのは人間の環境とのかかわり

が出てきているので︑教育とはまた違って︑人間は自分で自分を形

成していく︒そうすると︑社会環境の人聞というものに対する挑戦

というのが起きてくる︒私はこれが非常に現代的な問題と関係ある

先端科学大学院が︑大学院大学になってきました︒その大学

当時出ていましたからね︒これで自由と責任が拡大しちゃった︒こ

小池

あれは大学院大学でしょう︒

れに対応するというのが実は大変な問題なのだ︒金と時間に余裕が

と思いますが︑このときに︑経済的・時間的余裕の増大︒もうあの

はい︑独立大学ですね︒

あったら︑人間は何をするか分からない︒

いないですね︒

先端科学技術大学院というのを聞いたことがあります︒

そういうものを金部いろいろ個別政策をやったら︑やってい

最終段階で︑ 二枚追加していますが︹答申要注瞬点︺︑ここでは
結局︑

ハ馬飛ハハ︵笑︶︑まったくそのとおりです︒目標を失う可

権力というものがあって金持ちになったら︑アラビアンナイ

伊藤
一体B本の教育は将来これでいいのかという疑問がいう

西田

るうちに︑

今後の社会における学校教育の役割︑これを二十八特別委員

能性はありますからね︒
で す︒

んなところへ出てきて︑ それを総まとめしょうというのが最終段階

圏生涯教育と学校教育の役割

学校の学生はいないのですね︒

院⁝⁝︒

ずいぶんあつかましい名前を付けたなといったんですが︵
ね笑︶︒

慶伊︹富長︺君がやっていた先端科学技術大学院というのが︒

ここは大学院です︒

西伊西所伊
銀藤田澤藤
西小西小西
田池田池田
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トの王様みたいになつちゃうわけですね︒しょっちゅう人の首を切っ

れから︑目的を一挙に実現しようとしたり︑欲求の無制約な充足︒

ます︒

今︑本当に起こっています︒

いきなりグサッと人を刺したり︑かっぱらっていったり︑ATMの

衆化による︑連帯意識・公共心・主体性の衰退︒みんな︑﹁隣は何

伊藤

三〇年先の予測です︒

ているほかなくなつちゃうわけです︒これが私は一種の豊かな社会

をする人ぞ﹂ですね︒それから︑血縁関係が変わってくる︒これは

西田

今︑この挑戦に対して対応できていないですよね︒

機械を壊したり︒それから︑青年の逃避的傾向︑性と暴力の問題が

今日ありますね︒人間の基本的性情形成の家族の教育的機能の低下︒

偶藤

その次に︑今度はその挑戦が来る︒しからば教育体系の総合

のパラドックスだといっているのです︒この挑戦が人間に降りかかっ

これは歴然としていますね︒

西田

生じやすい︒少なくともこれだけのことが起こるだろうといってい

伊藤

既に三〇奪先を見越していた︵笑︶︒それから寿命の伸長︒

ているというのが︑まだ自覚されていない︒それから︑都市化・大

西田

的な再検討の必要というのは︑そういう挑戦にどう人間が対応して

行なわれるようにする活動﹂のことを教育という︒人間形成は本人

これはあたりまえで︑高齢者の健康と人生設計の問題︒これは︑僕

ハッパッハッ︵笑︶︒

がやるのだ︒それにある媒介作用を加えて︑望ましい学習が行なわ

いくかというときに初めて教育というものが出てくる︒教育を定義

伊藤

私は出かけていくし︑女房も出かけていくし︑それぞれが勝

らはひしひしと感じています︵笑︶︒このあいだも年寄りの仲間で︑

西田

れる︒一つの価値選択があるわけですね︒そうでなければ︑ただ学

した人もあまりいないと思うのですね︒教育の定義として︑﹁人間

手に出かけていって︑ときどき一緒に飯を食ってというのが一番い

習といったら価値観がないので︑泥棒が泥棒の稽古をするのも学習

子どもがみんな卒業したあとの夫婦の生活というのはどうするかと

いんですよね︒それが︑うちのなかで鼻を突き合わせていると喧嘩

なのですからね︒教育というのはそうではなくて︑ある望ましい活

が環境とのかかわりあいのなかで自分自身を主体的にかたちづくっ

をしちやう︵笑︶︒それから︑女子教育の普及によって女子が社会

動が行なわれるようにする活動だと︒そう考えた場合に︑この頃に

いったら難しい話で︑朝から晩まで顔を見合わせてもつまらないで

に出ていく要求︑これも今は歴然とあります︒それから︑国際交流

ちょうどユネスコが﹁生涯教育﹂というのを言い出したわけです︒

ていく過程において︑さまざまな作用を媒介として望ましい学習が

とマスメディアの発達によって︑ここで国家観・民主主義観という

生涯教育というものは︑今後の社会で人間が直面する人間形成上の

すからね︒

ものが混乱してくる︒

のために生きているのか︒だから最近︑集団自殺が出ましたね︒自

があるときは︑生活の意味喪失感ということが書いてあります︒何

う︒その下に結論として︑これらの環境に対応する人聞形成に問題

西田

伊藤

﹁B本国﹂なんていったって︑ピンとこない人もいるでしょ

これもこのとおりですね︒

挑戦の起こってくる場所と時間ですね︒

で︑どんな教育の機会を用意することが人間に必要なのかと︑その

で勉強だというだけのことでしょう︒そうではなくて︑いつ︑どこ

﹁生涯学習﹂なんていってしまったらだめなのです︒これは死ぬま

べきかを考える︒これが生涯教育なのであって︑文部省のように

重要な課題に対応して︑いつ︑どこに︑どんな教育の機会を用意す

動車で心中が︒鳥辺山の心中よりは色気がないですけれどもね︒そ
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ば一生涯困るのか︑そういうことで分かっていることをおっしゃっ

実際に発言そのもの︑やりとりは記録としてあるのですか︒

議事録というのは︑結論だけを文章に書いてあるやつです︒

これは議事録はあるのですか︒

ず︑いつ頃︑どんなことが必要か︑これが分からないと生涯教育の

も提案がありませんでした︒その委員会は解散しました︒それはま

ません﹂と︑大脳生理学も︑心理学も︑教育学も︑どなたからも何

ああいうことがあるのではないですか鳳といったら︑﹁分かってい

女の子はおもしろがってやるけれども︑いやになれば忘れてしまう︒

設計ができないわけです︒私らが俗に分かっているのは︑小学校四

では︑文部省が持っている可能性はありますね︒

婚約したという段階だったら︑あしたから飯をどう炊くかとか︑お

ですからね︒ 二十八特別委員会の議事録を見れば︑経過としては出

伊藤
あります︒

年生ぐらいにお料理のことを一所懸命やって料理の仕方を教えても︑

西田

いしいものをつくってくれといわれたときにどうかと︑そのときに

モチベーションがなければだめでしょう︒それを︑いつ︑どこで︑

生涯教育だけではなくて︑教育の定義もこういう形でまとめ
これは議論が沸騰したのではないですか︒

どんな場面でやればいいのか︒だから︑お料理の指導というのは小

所澤
僕藤

多少︑これは普通の教育学者︑哲学者がやるような定義では

料理ということをやったほうが本気になって物凄くやりますよね︒

西照

学校でやる必要はないんですね︒それが必要なときにやれるように

うのが分かるのは︑今のようにお嫁にいくときとか︑これから結婚

なくて︑かなり機能的な︑ファンクショナルな︑私どものような理
いわゆる本質というやつではなくてですね︒

してやれば︒そういう設計が必要だと︒ところが︑いつ頃何かとい

揮藤

その次に︑そのための教育的な媒介作用を分析して︑どの冒的に

するときとか︑そういうときは分かりまずけれども︑ここでいうよ

会の相互補完的な役割を究明し︑教育体系の再編成を進める︒この

対応して︑どのような態様教育作用が必要かを考えた︒一つは︑環

教育哲学なんていうのは私は習ったことがないのですけれど

環境に対応するために次のような調査が必要だと︒一番に︑人間の

境を整備して︑自然にその中に居ったら自然にそうなるということ

西田

成長・発達には︑いつ頃︑どんな学習体験が望ましいかということ

があるわけです︒環境が人を変えるという教育作用︒二番霞は︑し

うな︑いつ︑どこで︑何が必要かということをもっと人間の本質に

が分からなければいかん︒それで︑この委員会のとき︑大脳生理学

つける︒いうことを聞かなければ︑頭を小突いて︑﹁こっちを向け﹂

も︑ここではこういう形でそういう機能媒介とした︒そういうこと

者︑心理学︑社会学などの人︑五︑六人集まってもらって︑﹁あな

としつけるようなこと︒それから︑目にものを見せること︑後姿を

即して考えるのは難しい︒

たの学問分野のなかで︑人間というのはいつ頃侮を身に付けなけれ

をいったもので︑その次に︑生涯教育の観点から︑家庭・学校・社

科系の人間のやり方の定義ですね︒

るというのは非常に大変ですね︒

︑
．・Σ 0
ていると
思います
力

あったと思います︒この︹四六答申︺本文の第一章のところ

o
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これをこういうふうな形でまとめるのは非常に大変だったの

所澤

して︑﹁残念ながら分かっていません篇と︒﹁よく︑子どものときに

ていただきたい﹂といったら︑どの委員の人もそれこそ冷や汗を流

ええ︑大変でした︒この生涯教育の問題でずいぶん議論しま

音感教育をやらなかったら音楽はだめになるというじゃないですか︒

ではないかと思うのですが︒

この二十八特劉委員会で︒

西伊西伊し西
田藤田藤た田

なものとがある︒

与えなければ分からないものと︑訓練︑しつけをやらなければだめ

どういう作用がいいかということは事柄によって違うので︑感化を

様があるだろう︒だから︑事柄によってどの態様のものがいいか︑

係のなかで︒それから最近はやりのカウンセリング︒これだけの態

を流してやらせる︒さらにグループのなかで体験させる︒伸間の関

ている︑教え導くですね︒それから︑訓練する︒いやでも応でも汗

見せることで感化を与えるというやり方︒それから︑学校で普通やっ

陥者ができやすい﹂と︒非常に感銘を受けました︒やはり︑事を分

盲・聾・養の子どものなかで︑耳の聞こえない子どもには道徳的欠

殊教育研究所で︑そこのベテランの先生から︑﹁自分が扱っている

ことをしみじみ感じました︒前に申しあげたのですが︑久里浜の特

です︒倫理的な感覚︒これを教育の世界でどう扱うのか︑私はその

というものは耳から学ぶものであって︑目から学ぶものではないの

にものを見せると︒それで一番はっきりしているのは︑善悪の感覚

は耳からしか得られない︒視聴覚教育で何でも見せるでしょう︒目

ましたのは︑N買Kの人がつくってくれた放送番組で︑俳句の指導

で一所懸命部屋の中で見ていたのですが︑そのときにしみじみ感じ

伊藤

耳がということではなくて︑感化という問題ですけれども︑

そういうことは教育学ではやらないのですかね︒

ビデオとかフィルムを見せただけではだめだと︒

媒介作用というのは︑目で見えるようなものだけではだめなので︑

けて話をしてやるということができない︒そういう点で︑教育的な

をある有名な先生が黒板でやっているところをビデオに撮って︑そ

所澤

放送大学のときに実験番組をつくって︑これを私が文部省のなか

れを見ていた︒実験のときにそれを見ていた人がどれだけの影響を

いま話を伺っていて僕が思ったのは︑今の教員養成学部の教育とい

経験させるというだけで︑いわゆるパワーがある人間を育てる仕組

受けたか︒その見ていた人が何を感じたかといったら︑自分は俳句

句の一つの言葉に先生が感に堪えんような姿をしている︒その先生

みはない︒昔はまだ︑もともとパワーのある入学者がかなりいたの

うのは︑その感化する力を持つ教員を養成できないんです︒そうい

の姿を見て︑俺も俳句をやってみょうがなと思ったというのです︒

で成り立ったのですけれども︑今はもう︑もともとパワーのある入

というのがよく分からなかったけど︑あの先生があんなに熱心に︑

つまり感化ですね︒先生が懇々と俳句のよさを説明したのではない

学者は入ってこないのです︒まあ︑大学教育でそのパワーがそもそ

うシステムにはまったくなっていない︒ただ知識を与えて︑あとは

のです︒その先生が目の前で︑俳句に対して打ち込んで︑涙を流さ

もつくものかどうかは分かりません︒

﹁いいですねえ︑おもしろいなあ﹂といって︑黒板に書いてある俳

んばかりにそれを褒め称えているということが一つの教育なのです

のは︑教え導くというところと訓練するということがまざつている

このなかで行なわれているというか︑比較的領域として確立

のかとか︑どういう場面で必要なのかとか︑そういうふうな研究と

その教育的な態様にここでは七つ挙げているわけですけれど

いうのは︒

伊藤

せるといって︑いろんな場面とか図形とかビデオを見せても︑目か

所澤

ね︒そのときに︑やはり教育的な作用というのは︑単に論理的な説

ら学べるものというのは限度がある︒耳からでなければ教えられな

しているのが⁝⁝︑まあ︑確立というか︑大学の講座でありそうな

も︑それぞれがどういう機能であるのか︑どうやったら発揮できる

いものがある︒つまり︑ロジックというものによって︑これはこう
だから︑これは間違いなんだという論理の流れとか理解というもの
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明をしただけではすまないものだということ︒
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もう一つ︑これも放送大学のときに学んだのですが︑目に物を見

回
g

椰一

ような教育方法学という講座なんだろうと思います︒あと︑カウン

とも効果的だ︒そこにこういう機能を持った入が用意できる︒そう

がこういうような状況にあるときに︑こういう学習をすることがもっ

です︒

常に大きなシステム設計なのだということをここでいっているわけ

いうシステムを考えたらどうかという点で︑生涯教育というのは非

セリングは最近ずいぶん出てきていますが︑感化を与えるとか︑し
これは教えられるものではないですよね︒でも︑本当に先生

つけるとかというところになると︑あまりない︒

伊藤
が︑つまり今度教える側になる人に感化を与えなければ伝わってい

教育機能を期待できるかどうか︒そのときにちようど本人に自然な

どうなっているか︒人間関係がどうか︒それから︑そこにそういう

家庭︑学校︑社会のなかで︑一生のなかでそれぞれその生活時期が

ません︒だからこういうものを考えて︑その次にありますように︑

は︑まだそれをシステマティックに取り上げられていないかも知れ

いうものが全部ここへ出ています︒だから︑普通の教育学のなかで

私の俳句のほうの放送大学の研究のときに出てきたのですが︑そう

だとかというようなものも考えていくと︑感化を与えるというのは

ですよね︒だけれども︑それをさらにやってみて︑しつけだとか何

て知った︒それまでは教育というのは教え導くばかりだと思ったの

ンセリングによって人間の自己啓発ができる︑そういうことを初め

グループディスカッション︑集國のなかでしか学べないこと︑カウ

めて僕らはカウンセリング︑グループダイナミックスで︑集憩心理︑

たちとやっていて︑しかもアメリカ人から指導を受けたときに︑初

元は︑私の学生課長の一〇年間で学生問題がすったもんだして学生

私どもがかなり苦労してつくったのですが︑これの出てきた一番の

える︑そういうことでしょうね︒ここに挙げている分類というのは

せることが︑﹁そうか︑俺も見なきゃいけないな﹂という感じを与

西田

るわけでしょう︒社会教育に期待すべきものとしては︑自然や文化

題になって文部省も言い出していますが︑大体こういうことで尽き

る前に家庭教育でやるべきものだ︒これは︑この頃家庭の教育が問

の念と敬虞な心︑生活と勤労に対する真剣な態度︒これは学校へ来

の節度︑自制心の溺養︑自然と生物に対する愛情︑人に対する敬愛

そこで家庭教育に期待するものとしては︑基本的な生活習慣︑行動

ういう抽象性と専門性があるというところが学校教育の特色なのだ︒

る︑現実社会から離れた学園内の一種の原理的︑一般的な学習︑そ

の制度的な保障︑同年齢層の同質的な集団︑一定資格の教職員がお

うように規定しますと︒学校教育の特質は︑一定の計画による学習

ができないから︑学校教育とその他の教育活動の相互関係をこうい

て︑その次の学校教育の役割のところに︑当面の対策としてはそれ

です︒ただ︑これはいっただけで手が付きませんでした︒したがっ

具体装置の設計図というものを考えたらどうかというのが一つの案

なんていうだけでごまかさないで︑生涯教育という全体的な人生の

から︑これは教育学の大きな宿題ですね︒だから︑ここで生涯学習

西田

伊藤

いつ︑どこで︑何が必要かということも分かっていないのだ

でも︑現実の問題︑そうですよね︒

はきわめて謙虚にね︒注文だけ出したけど︒

ことがあまりにも多いので︑この答申では将来の課題とした︒これ

最後に︑このような教育体系の根本的な再編成には現在未研究な

学習意欲があるかどうか︒つまり︑お嫁にいくのだから料理を習い

遺産との接触︑さまざまな年齢層と多様な震的を持つ集団活動への

かないわけですね︒

たい︒そういう条件を考慮して︑家庭︑学校︑社会の役割分担を決

参加︑思考の抽象化と社会からの疎外感の克服︑職場における活動

この俳句も︑﹁この俳句は美しいなあ﹂といっている人を見

める︒そうすると︑人間の社会のなかで︑いつ頃︑この年齢層の人
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意欲と職務遂行能力︒これは現場実習ですね︒

解藤

まずは︑この博士論文以上の厚さのあるこれをまとめる文章

次のような点に改善を加える必要がある︒特定能力の伸長だけで評
西田

賛仰

ええ︑私らは全部その委員会に出すものは手書きですよ︒ワー

ワープロのない時代ですからね︑これは大変︒

をつくるだけでも大変だろうと思うのですが︒

価するのではなくて︑人間性の多面的︑総合的な発達を重視する︒

プロがないから︒まあ︑リコピーというのがありましたね︒それく

学校教育それ自体はそういうものとの関連であるけれども︑今後︑

社会性の発達を助長する集団活動︑個人指導のためのカウンセリン

らいです︒

リコピーねえ︒

グなどを充実する︒情報化と教育環境の混乱に対応して︑学習意欲
の正常な発達︑知識・経験の再整理による基礎的能力の定着をはか
る︒情報が氾濫している︒国民一般が必要とする学習のために学校
を開放する︒まあ︑こんなことを学校教育で当面やりなさいと︒

最後のところに︑全部を整理してみましたら︑四六答申の審議経
過は︑四十二年七月三日に諮問して︑四十六年六月十一日︑ちょう

腰かしいでしょう︒
︵笑︶︑懐かしいですよ︒

これが事務局のメンバーです︒官房審議官︑西田︒

この括弧が付いているのは何ですか︒交代ですか︒

二十四が抜けているのはこの次に申しあげます︒この答申のときに

りました︒特別委員会が︑ごらんのように二十一から二十八まで︒

に四〇くらいやって︑特に初中の基本構想は仙台と東京と広島でや

する基本構想を途中で出したときに公聴会をやっています︒官公庁

これは室長の補佐︒

西田

伊藤

はあ︑はあ︑これは室員ですね︒企画室員︒

佐野文一郎さん︒鐸鐸たるものですよ︒調査課長がこちら︑

佐野文一郎さん︒

タッフですね︒ここに文化長官をやった犬丸︹直︺君︑それから⁝⁝︒

おって︑

参事官が︑これは交代したのです︒ここに参事官というのが

は︑全部の審議回数は二四〇回︒四年間で二四〇だから︑年に六〇

俸藤

あと調査課の人もまだいるじゃないですか︒﹁他﹂と書いて︒

企画室には企画宮がおって︒企画室長というのが直接のス

回やっているわけです︒一週間に一遍ぐらい︒参加委員の総数︑正

企画室にはこれだけおって︑調査課の職員が上の二人しか書
伊藤

西田

これはだぶっている人もいるわけですね︒

西田

委員一九名︑臨時委員二〇︑専門委員一二人︑研究協力者四︑これ
伊藤

ええ︑だぶっている人もいます︒これだけのメンバーでこれ

いていませんね︒課長補佐と︒

西田

伊藤
西田

やはり︑データのあれは調査課がずいぶんやっているわけで

︵笑︶︒

だけの委員会を動かして︑二四〇回でこんなものをつくりましたと

すね︒

伊藤

木森君というのは︑私らが訓練して︑コンピュータのああいう分析

ええ︑調査課が一番活躍しました︒統計でもここで︒この浅

数なのですか︒

の専門家になりまして︑あと国立研究所へいったりしました︒

これ︹答申︺に全部載っています︒この本答申のほうには事

西田

浅木森というのですか︒へえ︑珍しい氏名だな︒

伊藤

中心になっている事務局のメンバーというのはどのくらいの

いうのが締めくくりでございます︒

は教育研究所あたりからです︒次の二年間の第九期も⁝⁝︒

ど四年間でしょう︒中間報告が三つ出ています︒それで︑これに対

西伊西早撃押
田藤田藤田藤

務局も載せていただきました︒
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西田

なさけないことに︑この浅木森君も︑この若菜君も亡くなり
かのう

ました︒私どもの一番優秀だったスタッフがね︒今は昔話をする相
手がいなくなつちゃった︒和君も死んだ︒阿部充夫は︑これは次官
になりましたね︒今は沢田君が生きているくらいだな︒まあ︑これ
同時期でいうと︑やはり何十人かのグループになるわけです

が私どもの直接のスタッフです︒

伊藤
か︒

そうですね︒

西沼

樫藤

そうですが︒じゃあ︑博士号をもらってもいいくらいだな︑

この委員会へ出す文章化はほとんど私が一人でやりました︒

文章化は︑それをみんな分担してやるわけですか︒

伊藤

所澤

そのかわり︑こういうもの︹プラモデル︺をつくらなきやな

非常にユニークですね︒

ここで審査したりして︵笑︶︒

こと︒あと三回くらいで︒

らんですけれども︵笑︶︒この次は二十四特溺委員会と放送大学の

西瞬

これだけで︵笑︶︒

観藤

次までにこれをつくってこいと︒

私が司会をして︑議論してまとめて︑宿題を出すわけです︒

できないですね︒

まあ︑そうですね︒あんまり大勢だと議論しにくい︒

そうするとやはり︑一〇人程度の︒

各課の課長︑課長補佐くらいの人が出てきて︒

実際に議論をするのは︒

西伊西伊西儒西
田藤田藤照藤田
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於：政策研究院政策研究プ目ジェクトセンター

〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

小池聖一（広島大学助教授）

所澤

潤（群馬大学教授）

村上浩昭（東京都立大学助手）

亟距囎2003年4月15日

馬穴学紛争と第團隔十四聴別委員会
西田

伊藤

西田

四十四年度にやるべきものをストップしたわけですね︒まさ

四十五年度の入学試験です︒

そのために入学試験を東大が一遍やめたことがあるでしょう︒

伊藤

これは実際に法案をつくるということと直接かかわるわけで

しくそれが背景になっているわけです︒

伊藤

すね︒

この前のお話ですと︑二十四特別委員会と放送大学というこ

とでございますが︒

西田

答申が出てすぐ直後から︑大学局のほうでこれに対応する大

西田

学運営の臨時措置法の法案の審議を始めて︑内部ででき上がったも

そういうことです︒きょうは一応︑﹁口述説明メモ︵1とと

して用意しました︒あと二回ほどでおしまいになると思います︒

のをすぐ党の了解を得て国会へ出すというふうにやったわけです︒

よろしくお願いいたします︒この第二十四特別委員会という

答申が出る頃でしたから︑その法案が出てしまって二ヵ月間ぐらい

伊藤
並行してやったのですね︒

で日本じゅうの紛争が全部とまつちゃったわけです︒しかも︑その

ちょうど法案ができて︑それが施行されたときはほとんどこの最終

西田

やはり西田先生が見ておられたわけですか︒

のは︑他の特別委員会と並行してやったわけですか︒
伊藤

法案がいっているような最終処置というものは何も実行されなかっ

ええ︒そのことは︑あとで考えてもやはり⁝⁝︒

もちろん︒これは例の学生運動が荒れたときですから︑一〇

西田

こういう答申を出すときには︑大体こういう答申を出しても

西田

諮問の内容は大臣から下りてくるわけですか︒

俸藤

たわけです︒法律ができたということだけで︒非常にラジカルな法

侵藤

もちろん︒諮問︑答申の形は一般の中教審の四六答申の諮問

らいたいというのはあるのですか︒

年間学生課長をやった私としては︑一番自分の経験に近いところで

西田

西田

律ですけれども︑一度も実行されないままで効果を発揮したという︑

と別途に出したわけです︒あの諮問による審議が始まっている途中

の中がガチャガチャになっていてどうしょうもないから︑中教審で

す︒その問題に対応する諮問であり︑答申ですから︑この委員会は

に飛び入りで出てきたわけです︒これが飛び入りで来たのは︑きっ

四六答申をやっているけれども︑あんなので大学の将来像なんかを

ある意味では理想的な︒

かけとしては︑前にご傷いただいたこれ︹﹁中教審の審議経過﹂︺が

やっていても間に合わないから︑とにかく何かいま対策はないかと︒

ほとんど中身のまとめのところは私自身の経験が圧倒的に入ってい

ありましたね︒これが走っていて︑二年目のここ︹十一月以降︶で

当面のですね︒

伊藤抜かずの刀ですね︒

二十四特別委員会がぶつ続けでこれだけで走っているわけです︒ちょ

伊藤

まさに苦しまぎれの諮問だったわけです︒だから︑諮問され

る︒そういうところですね︒

うど半年︑五ヵ月で結論を出してしまったわけです︒そのきっかけ

西田

そうですが︒西田先生ご自身としてはどうですか︒

いや︑これはありません︒諮問されたときには︑これだけ世

は東大の紛争の問題で︑自分で年代がよく分からなくなってしまっ

伊藤

るときにはどういう答申が出るという見通しは何もなかったのです︒
あれは四十四年の一月です︒

たのですが︑東大の安田講堂が焼かれたのと︒
伊藤
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学の学長の決断でやれるようにしょうということです︒

思いますが︑この二十四特記委員会の委員長は高坂︹正顕︺先生で

にそれを持ち出したわけです︒ですから︑それは前に申しあげたと

た考え方から出てきたので︒四十四年のお正月にそう思って︑後半

か︒それは私自身の発想です︒だから︑そういうきわめて切羽詰まっ

んな大学をおいておく必要があるかというところまでいったらどう

ら解除する︒半年たってもダメだったらどうするかというのは︑そ

復活ができるようになり︑研究も軌道に乗れるという状態になった

じゃないか︒それで︑半年ロックアウトしているあいだに︑授業の

のほかに研究があるのだから︑先生方はちゃんと研究をやればいい

だ大学はすべての授業を休講にしても︑大学の機能というのは教育

うから︑ロックアウトする︒六ヵ月間ロックアウトして︑そのあい

たから︑この暴れているものをそのままおいておいたら壊れてしま

ますね︒その思想なんです︒私は自分が労働組合をやった経験があっ

組合の争議が極端になったときに工場を守るためにロックアウトし

ば︑大学が際限なく荒らされていったら大変だから︑ちょうど労働

いるときに私が思いついた発想がこれだったわけです︒一口でいえ

十四年の正月の三日に︑お正月休みでうちでお酒を飲んで寝転んで

そういう点の勘の鋭い人ですね︒田中さんの一言で自民党を通っちゃっ

てその筋道を話したら︑﹁よっしゃ︑これでいこう﹂と︒やっぱり

民党幹事長が田中角栄さんでした︒最後に角栄さんのところへいっ

いったときに︑﹁こんな生ぬるい案ではだめだしと︒そのときに自

こない㎏と︑それは抑え込んだのですが︑その次に自民党に持って

話をして︑一体文部省が何をいわれるのですか︒そんなものはできっ

本じゅうの大学であちこちで騒動が起きて︑警察に次から次から電

がおったのだけれども︑私どもは︑﹁学生課長としての経験上︑日

学生を排除する︒そういう措置をしたらどうかということをいう人

全部その権限を吸い上げて︑大臣の決断で警察を要請して︑そして

でも議論をいたしました︒そのときに勇ましい議論は︑文部大臣に

西田

りで︵笑︶︒

伊藤

ければならん︒大学の守衛だけではやりません︒

物不法侵入になりますから︑それの警備ということは警察がやらな

西田

けじゃないですか︒

この諮問が出て︑四十三年から囲十四年にかかったわけです︒

西田

伊藤

大学人ですから︑﹁そんな大学に死刑を宣告するようなことは︑俺

たわけです︒それからすぐに国会のほうへ出すことにして︑国会で

そうすると︑これはやっぱり警察とのすり合わせも必要なわ

この途中まで審議していて︑私ははっきり覚えているのですが︑四

はダメだ﹂というわけで非常に困りました︒事務次官のところへ一

もちろん揉めたわけですけれども︑しかし︑法案が通ったら二ヵ月

これは︑そういう発想にいくまでに文部省の局長会議や何か

とてもじゃないけど︑守衛さんはみんなもう︑この頃は年寄

その段階になれば︑それに無理やり押し込んでくるのは営造

緒にいってもらって話し合いをして︑納得してもらったわけです︒

間でなくなつちゃった︒坂田文部大臣が非常に喜ばれまして︑これ

ロックアウトをするということになると︑警察の問題になり

に大臣をやめてかわっていかれるわけです︒そうすると結局︑本来

偶藤
西田

の四六答申が密に浮いてしまったわけです︒そのことをきょうの資

でもうホッとしたというので︑坂田さんはその紛争がおわってすぐ

ということで一切の授業をストップするわけですから︑制度として

料︹﹁口述説明メモ︵1ご︺でご説明しようと思っております︒

ますよね︒

そういうものは一般の学校の教育法にはないわけです︒だから︑そ

第二十四特委への諮問は四十三年の十一月に出たわけです︒

警備そのものは大学と警察ですね︒しかし︑大学を締め切る

れも無期限の臨時休校という格好にしてしまうわけです︒それを大
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というのを︑役所のほうからこれをやってくださいという四項目を

そのときに︑四六答申とは違って︑火のついている﹇検討課題﹈

先に＝遍いったのだと︒そのことも頭にありまして︑一遍学生の地

いうのは別にフランスの発明ではなくて︑私どもとしてはこちらが

反対を食ってだめになってしまったわけです︒だから︑学生参加と

そのあとに書いてあります﹇答申﹈というのは︑それからちょう

そこへ挙げているわけです︒しかし︑﹁1教育課程の充実とその効
て﹂のほうは何も紛争の問題と関係なしに︑今の二十五特別委員会

ど五ヵ月目の翌年四月にできてきました︒今の一番ラジカルなとこ

位ということをはっきりさせようと︒

でやっている大学改革︑ああいうような前提になる問題があるわけ

ろというのは︑四十四年忌お正月に私が自分でまさしく個人的に発

果的な実施について﹂﹁2大学における意思決定とその執行につい

です︒そういったことも一癒含めていますが︑一番の中心は︑﹁3

﹁第1大学紛争の要因とこの答申の課題﹂つまり要因の分析ですね︒

想したということです︒中身のこの答申のほうは︑第1︑第2と挙

これが目玉ですね︒

二番目以下があるのですが︑大部分はお説教みたいなものです︒

学園における学生の地位について﹂﹁4収拾困難な学園紛争の終結
伊藤

それが目玉です︒学生の地位ということは︑ちょうどこの時

がっておりますが︑多少いま見ていただいて意味のあるところは︑

西田

﹁第2大学問題の解決について関係者に期待するもの﹂とか﹁第3

に関する措摺︹と︒

期に︑今でも覚えていますが︑アメリカでも学生紛争が起き出して︑

ときに日本に来た人だったと思いますが︑その人がスチューゲント・

うものが非常に社会的な問題になったものですから︑第二十四特委

第1のところだけをちょっと見ていただきますと︑この紛争とい

大学における意思決定とその執行しは︑原文を見てもらえば当たり

パーティシペーション︑学生参加ということを新しい考え方として

の始まりのときに︑名前は忘れてしまったのですが︑東京付近であ

ヨーロッパでやりだしましたね︒パリ大学の学生がパリの町の真ん

打ち出して︑それが非常にもてはやされておりました︒しかし︑私

の当時いろんな論評を書いている評論家に︑五︑六人集まってもらっ

前のことが書いてあるわけですから︑第2︑第3は略としてありま

にしてみれば︑前に申し上げたと思いますが︑学生課長で︑昭和二

て︑自由な立場から今の大学紛争というのはどこからくるだろうか

中で敷石をはがしてぶん投げるというような︑非常にラジカルな事

十七年のメーデー事件などで大学の紛争を終結するために︑全国の

ということの議論をしてもらいました︒そのなかで与えていただい

す︒

学生部長会議のときに文部省提案として学生参加という考え方を各

たヒントがほとんどこのなかに含まれています︒しかし︑ここに書

件が起こりました︒そのときに︑フランスの文部大臣はOECDの

大学でやってほしいとして出して︑日本じゅうの大学から反対され

まず︑世界的に現代の先進国に特有な性格として︑現体制への不

き直してみますと︑評論家のおっしゃったのはごく当たり前のこと

ルをつくって学生を規制するためには︑自分たちが規制されるので

信とか︑豊かな社会の精神的空自とか︑高度技術化社会の人間疎外

たわけです︒それは︑文部省が提案したこと自身が全部抹殺されて

はなくて︑どういう規制が必要かということを考える段階から学生

と︑まあ︑こういうことが背景にある︒特にそのなかで具体的にい

です︒

の意見を聞くべきだ︒そういう形で学生参加というのを出した︒そ

えば︑a世代間の価値観の相違と対立︒これはどこからくるのかと

しまったわけです︒その当時に既に︑学生に関するいろいろなルー

れが︑現実の大学でそんな馬鹿なことをやれるもんかという猛烈な
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意識という︑そういう要求から出てくる︒その次に︑b我が国の戦

いうと︑マスメディアの発達とか︑大学の膨張とか︑集団への帰属

ちも︑後悔しているとはいわないけれども︑何だったか︑自分はこ

た全学連︑全共闘の大将もいろんな所へいっていますが︑この人た

れだけのことだしと︒もう一つ私が申しましたことは︑自分で今で

うだったということはあまりいわない︒私はよく学生課長のおしま

こういうことをいってみたのですが︑フランスでもアメリカでも

も思っていますが︑これは︑社会とか何とかもっともらしいことよ

後社会の特質という点で︑特に臼本では伝統的権威の崩壊と︒天皇

やっている︒私が勉強したときに教えてもらったアメリカの学生指

りも︑動物社会の〜種の生理現象のようなものではないか︑そんな

いのほうに︑﹁あの紛争が二ヵ月で収まった理由は何だ﹂といわれ

導の専門家の一番の権威のあった人がちょうどメーデー事件のとき

感じがするのです︒若いジェネレーションの人たちが︑自分らの住

制の崩壊につながりそうだったわけですね︒権利意識の高揚︑イデ

に日本におって︑﹁なぜあれが起きるのか俺たちには不可解だ﹂と

んでいる世の中のなかで︑﹁これだけは確かだ︒これだけは自分た

て︑﹁あの法案が効果があったということは確かだけれども︑変な

いっていたのですが︑その二︑三年のちに向こうで起こりだして︑

ちが文句なしに認めるのだ﹂という価値のある権威︑そういうもの

c教育界の思想的混乱のほ

﹁我が国でもついに理由のない反逆というのが起こり出した﹂リー

がどこにあったか分からなくなったときの不安感︒それが結局︑あ

オロギーの鮒立︑こういう諸々がある︒

ズンレス・ホスティリティー︑なんとも理解のしょうがないという

る騒動を起して︑﹁これが本物か︑これが本物か篇と叩いてまわっ

説明ですが︑人間というのはいつまでも無限に腹を立てておれない

ことを︑その人がいっていました︒フランスでもそれが起こる︒世

て︑﹁これだけは確かに手ごたえがある︒これが本物らしい﹂とい

うでは︑受験体綱の歪み︒これらはごく普通にいわれていることで

界的な現象としてあの戦後の時代に起きたことの意味が何か︑これ

うものをつかみたい︒私は︑そういう動物社会の一種の社会現象で

ものだ︒ああいう激しい運動というのは必ず冷めるときがくる︒そ

について社会心理学者やいろいろな人が誰か論文を出さないかと私

はないかという感じがするのです︒東大紛争なんかを見ていまして︑

す︒

は思いましたが︑ついにそれらしいものはありませんでしたね︒

歴史学者の文学部長の林健太郎さんみたいに︑﹁おまえたちのいう

この紛争の総括みたいなものはほとんど出てないですね︒先

揮藤

ことが聞けるか㎏と座り込んでしまうような人はむしろ学生から割

なんて︑浴浴とそれを敷妙したような理屈を述べている人というの

生がおっしゃった要因ですけれども︑この要因自体はその後も変わっ

これは誰でも理屈から思いつきそうな話ばかりですね︒

は︑学生からあんまり相手にされなくなってしまうのですね︒

合に信用されて︑学生に︑﹁おまえたちのいうことはよく分かる﹂

西田

﹁あの時期になぜ㎏ということがやはり分からないのですね︒

てないわけですよね︒

伊藤

伊藤

いや︑相手にされないどころか︑ボコボコにやられちゃう

これは︑あの当事者であったあの当時の東大の加藤一郎さん

︵笑︶︒

西田

とか︑それぞれ鈴鈴たる人がいらっしゃるわけですから︑自分の圓

の前に立ちふさがって︑自分が参ったと思うようなものをつかみた

京都大学でも同じことがありました︒だから︑彼らは︑自分
出さないですね︒

い︑そういう若い世代の一つの動物的な本能のようなものがあった

西田

伊藤

また逆に︑あの当時リーダーシップをとって学生運動で暴れ

硬論としても侮かお書きなるかと思ったら︑ついに出されなかった︒

西田
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てそういうことです︒

のではないか︒理屈にならん理屈ですけれども︑見ていた感じとし
西田

伊藤

そういうことで︑今日までこれは不明なままです︒

そうですね︑社会心理学から犯罪心理学の分野に︒

に対応を求めるために一応ここで取り上げたわけです︒大学という

﹁2大学の特異な構造に由来する混乱の原因﹂︒これは大学のほう

対象があんまり定かに見えないということだろうと私は思いますが︒

ものは︑管理者︑教員等の一つの多元的な要素からでき上がっておっ

やはり父権というものが喪失されて︑つまり自分がぶつかる

だけど︑そんなことをいったって︑今だってそうなんだから︑﹁な

て︑しかも︑大学は非常に多面的な側面を持っている︒公共的管理

伊藤

んで紛争が起こらないの﹂と︵笑︶︒

下の社会的機関というのは︑国立大学だろうが︑私立大学だろうが︑

当時︑大学紛争だけではなくて︑東京の場合は高校紛争が起

所澤

設置されたものだ︒その設置した目的は︑②自由な学問研究と教育

大学というのは誰の所有物でもない︒﹁大学の自治しといってみて

西田

をやるためのものであって︑決して金もうけの会社のようなものと

こりましたね︒三大紛争校といわれた都立︑日比谷︑都立青山︑学

連がまだ組織的に動いていたときに︑高等学校にいろいろ働きかけ

は違う︒もう一つ普通の会社と違うところは︑③そのなかで学生と

も︑大学という一つの公共の施設は︑教授会が所有権を持っている

たりしていたということはあったようです︒しかし︑あとは私もそ

先生がお互いに人間的な触れ合いをして︑学生がとにかく三年︑四

芸大付属と︑非常に激しい状態にあったのですけれども︒それと大

んなに詳しいことは分かりません︒学生のほうが激しくなって︑し

年のあいだに人間的に成長・発達していく︑そういう非常に教育的

わけでもない︑学生のものでもない︑これはやはり公の施設として

かも︑全学連というのはむしろだんだん形を失って︑全共闘の三派

な場である︒こういう側面があって︑これが大学の構造を複雑にし

学紛争の関係についての検討はされたのですか︒

とかいろいろなものに分かれました︒これが結局︑共産党の会議に

ているのだということです︒この三つの違った立場というものを十

全体的な紛争状況の調査のときに︑当初の段階ですが︑全学

出て共産党の人をぶん殴ったりしているのですね︒私は︑インフラ

﹁3新しい大学のあり方と大学制度の基本的課題﹂というのは︑

いっております︒

をするということになるとどうしょうもないということを︑そこで

管理権ということだけを一方的に振り回して︑学生や先生方と衝突

分に考えないで︑どこかの立場だけで︑例えば大学管理者が大学の

赤外線ねえ︵笑︶︑これはいい言葉だな︒

レッドだ︑赤外線みたいになつちゃったと︵笑︶︒
傷藤

圏大学における学生の地位と役割

これは本︹四六︺答申で議論していることを念のためにここに書い
﹁もう俺たちは分からなくなった﹂と皆いっていました︒鉄棒を振

たものはああですけれども︑大学の巨大な管理組織をどうするかと

その次の︑﹁4この答申の課題﹂としては︑文部省から諮問され

たわけですから︑これは省略させていただきます︒

り回して︑自分の敵と思うものを殴り殺したりすることを平気でや

か︑学生の地位と役割をこの際はっきりしておきたい︒ここまでは

そのときから︑それまで思想問題の議論をしていた人も︑

りだした︒それがしまいには浅間山荘とかああいうところにいっちゃっ

前置きですね︒

西田

たわけですね︒このへんはもう犯罪心理学のほうかも知れない︒
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第2は︑関係者に今後こういう点を考えてくれと期待することを

きりしてなかったわけです︒全学生を自動加入制の学生自治会︑つ

大学の意思決定ということで︑この問題に対応するのが非常に揉め

大学の先生はどうだ︑管理者はどうだ︑政府はどうだと︒それから︑

員包括加入制の自治会というものが学校に存在しておって︑その会

か何とかということは何もやっていないわけです︒そうすると︑全

るもののメンバーになってしまう︒これは本人が承諾をしていると

まり︑ある大学へ入った早手に自動的にそこの大学の自治会と称す

ているから︑そこのなかの改善すべきことも念のためにそこに挙げ

の運営が学生傘体の意思に基づいて本当に公正に運営されればいい

書いてあるのですが︑これはまさしくごく当たり前のお説教です︒

たわけですが︑これもごく当たり前のことですから︑省略します︒

のですけれども︑それがある目的のために乱用されるとどうしよう

ここのところで私どもはよく学生と︑﹁大学に入ってきた者がひ

問題は︑第4の学生の地位と役割です︒ここで改めて学生の地位

ちょうど電車に乗っているお為様みたいなもので︑料金を払ってい

とりでに学生自治会のメンバーになるというのは︑何が根拠でそう

もなくなる︒しかも︑それが全学生の意思だという形をとっている

るから乗っているので︑終点に着いたら降りなければならない︒電

いうことがあるのだ﹂﹁それは自治会規約に書いてある﹂﹁そういう

とはどういうものかということを考えてみる︒aは︑先ほどの大学

車のなかで暴れたら車掌につまみ出される︒そういうようなものが

規約が有効だという︑そういう入れ方というのは憲法でいう結社の

限り︑非常に問題になってくる︒しまいには︑﹁お転たち︑きょう

学生の地位の一つだ︒bが︑学生生活というのは学問を学ぶ者とし

自由に対する違反ではないか︒結社をつくる自由とつくらない自由

は公共の営造物だという考え方から︑入学を許可されて入ってきた

て︑その教える先生方の指導に従わなければいかん︒しかし︑学生

とがあるはずなんだ︒俺は入りたくないというやつも自動的に会員

は授業に幽てはいかんしと︑学生の授業を受ける権利も拘束すると

の自主的な学習を尊重して︑その意見を取り入れるということも大

にして︑強引に会費をとってしまう︒これはむしろ結社の自由の否

ので︑在学期間のあいだ学生としての権利・義務というものがある︒

学の学問の場では必要だろうと︑そういう立場が学生にある︒に︑

定ではないか﹂という議論をしたことがあります︒中学校︑高等学

いうことが起こっているわけです︒

学生の学園生活というものは︑先生や学生お互いの間の相互啓発で

校の頃から︑自治会というものはこういうものだと思っていますか

そういう関係にあるので︑私どもはよくいうのですが︑学生諸君は

一つの人間的な成長を遂げる︑そういう場なんだ︒そこでは︑学生

自治体がおまえの首を締め殺してしまえと決議したら︑それはどう

ら︑学生たちはそんなことを初めから不思議だとは思わない︒厳密

そこで︑紛争の問題になっております学生団体︑自治会というも

するんだ﹂といったら︑﹁それは基本的人権に反するからいけない

はきわめて自主的に自分の規律のある環境を自分でつくり出してい

のの考え方を改めていっております︒大学は︑まず一般の学生団体

でしょう﹂という︒﹁じゃあ︑それはいけないけれども︑俺たちは

な意味での結社の自由とか︑個人の基本的人権というものが何なの

というものは任意加入制という格好で︑学校の中の施設を使ってい

授業に出たいというやつを︑きょうはストライキで授業に出ちゃい

くということがある︒そういう三つの違った側面があるということ

一番問題にな

だと︒﹁多数決というのはどういうときに合理性があるのか︒もし

ろいろな活動するという条件を決めて認可している︒

かんと︑これは基本的人権の侵害ではないのか﹂というと︑学生は

を︑一応いいました︒

りましたのは︑この当時に藍鼠会というものは衝だということがはっ
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困るわけです︒そういう議論をしておりました︒ここのところはあ
ます︒

最後に︑﹁5いわゆる﹁学生参加﹂の意義と限界﹂というものを

そこに挙げまして︑学生の意見や希望を積極的に取り入れるという

まりその当時も大学のなかで明確に議論されていないので︑ここで
こういうことを強調したわけです︒全員包括加入制の自治会という

当なものと不適当なものがある︒最後︒に︑結局その形としては︑

ことをもう一度ここで強調しております︒しかし︑参加をやってい

その次に︑﹁3学生の政治活動と大学の秩序維持﹂ということで︑

ある組織のなかに意見を取り入れて学生たちのメンバーを入れると

ものはきわめて深刻なものなのだということを︑学生にも大学にも

ここで特に一番難しい点は︑学生個人としては政治的な活動の自由

いうことがあるけれども︑これがなかなかB本でやりようがなかっ

く場合に︑どういう問題について学生の意見を積極的に聞くか︒適

があるし︑しかも青年に近い年頃になっているわけです︒しかし︑

たと思うのですが︑この点は︑私が︹昭和︺三十二年にアメリカへ

考えてもらいたいということがここのポイントです︒

ここで大学というものの学園の秩序を乱すようなことをやつちゃい

いって︑学生指導の一番モデル的な大学といわれているミネソタ大

誇りとしている国ですね︒学生参加というのは実に徹底しておりま

かんというのがその最初のところです︒それから︑暴力的な活動で

それから︑﹁4学生に対する処分制度しというものは︑普通どこ

して︑大学の学生委員会の学生を処分する委員会のなかへ半分学生

学にいったときに︑あそこの部長さんからいろいろ大学内の組織を

でも︑停学︑退学︑いろいろやっているわけですけれども︑実際の

を入れているのです︒そして︑学生の違反行為が起きた場合の処分

政治運動にそれが利用されては困るということ︒それがωところで

大学の場合には︑ことに臨んで学校側の指導が前もって十分でなかっ

を︑その委員会で決める︒私はそのときに︑﹁学生の代表を入れて

見せてもらって感心しました︒アメリカはそういうデモクラシーを

たり︑ことに臨んでやる基準がバラバラであったり︑非常に学生た

いたら︑処分について大学の先生方と意見が対立して︑むしろ事柄

す︒

ちから不信を招くようなことが多かったということをそこでいって

を非常に和らげるような︑優しくするような方向に偏りませんか﹂

私はたまたまあるケースを見せてもらったのですが︑そこの大学

おります︒その次に︑②政治的活動に伴う秩序違反についての配慮︑

いるではないのだ︒つまり政治的な信条に対する圧迫を加えている

の寮のなかで︑最近︑酒を飲んだり︑いろいろだらしのないことが

といったら︑﹁その反対だ︒学生の代表が一番厳しいことをいう﹂

というと学生は反発しまずけれども︑そうではない︒その学生のス

起きているので︑そのときにそういう学生をどうするかと︒寮に自

というものは︑特にここで注意すべきだというのは︑処分の目的は

トライキを禁止したということは学校の秩序としてそれを許さない

治会があるわけですが︑寮の自治会の代表をその委員会に呼び出し

というのですね︒むしろ︑﹁まあ︑まあ﹂というのは大人のほうで︑

のであって︑それが安保闘争反対とか何とかというスローガンに対

て︑﹁お前の寮でこういうことが起きている事実があるか﹂といっ

大学の秩序と機能を守るために大学は自己防衛としてやるのであっ

する処分とは違うのだということをはっきりさせうということ︒前

たら︑﹁あります﹂﹁寮の自治会としてはどういう処置をするのだ﹂

決してそんなことはないといっておりました︒

もって十分な指導をして︑尚どうしてもいうことを聞かない人は学

﹁いまいろいろ検討している﹂と︒その寮の自治会が責任をもって

て︑その政治活動している学生の目的や動機というものを処分して

校を出ていってもらうより仕方がないだろうということをいってい
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やれと︒そうでなかったら︑その能力がないとして︑寮の自治会そ

のだということが初めて︒﹁ヒャーしといって︑皆びっくりしたわ

の決議をしたらおしまいなんです︒国立学校というのはそういうも

けです︒高坂先生も震え上がったわけです︒

のものの自治権を学校が停止する︒筋道として︑徹底的にそのへん
の自治会の立場というものを追究していくというやり方をしていま
伊藤

西田

大学の廃校の決議を出して︑委員会で通って︑本会議で通れ

何かで⁝⁝︒

いま東大なら東大で非常にひどい状態になっていると︒議員立法か

それは︑法的にはこういう臨時措遣法がなくても︑例えば︑

した︒日本ではなかなかそこまではいかないと思いますけれども︒

國大学紛争の集結に関ずる大学と政府の責任

ば︑それで廃校になるわけです︒新しい学校をつくるときは皆簡単

にやっているわけですからね︒廃止というのも簡単に廃止できるわ

最後に︑2政府において取るべき措置というものが出てきた

西田

大学の人はびっくりしてしまったわけです︒これは一種の覇道です

けです︒

がね︒乱暴なやり方ですけれども︒﹁ロックアウトになったらどう

設置法の改正ですね︒

れるに至るとなったら︑第三者機関の意見を聞いて︑﹁学校の廃校﹂

なりますか﹂と大学の先生から訊かれましたけれども︑﹁ロックア

伊藤

なんて言葉は使いませんから︑﹁最終的な処置のために必要な︑措

ウトとなったら先生方は研究に専念されたらいいので︑その間︑毎

わけです︒一つは︑よく勧告をして︒さらにすべて政府の一存で︑

置を講ずる﹂と︑答申にはそれだけしか書いてありません︒これが

月十五Bになると先生の月給は出ますからお金は保証されているし︑

設置法の改正だけで︑ここでいう立法措置でやらなきゃでき

結局︑大学運営措置法だと学校の廃校になるわけです︒それまで大

研究だけをやって学生の世話はないのですからいいですよ︒しかし︑

西門

学の先生方も大部分の人がそういうことを考えたこともなかったと

肝心の授業ということをやらなかったら先生の仕事は減りますから︑

文部大臣の一存で処置してしまうということは︑大学の問題として

いうのですが︑文部省ももちろん平生は考えたことはなかったわけ

月給が半分ぐらいに減るかもしれませんしと︵笑︶︒それをうちに

は慎重を期さなければいけない︒第三者機関を設けて︑施設・業務

です︒ご承知のとおり︑国立大学七十何校というのは︑国家行政組

帰って女房にいったら︑﹁そりゃお父さん︑大変だ﹂というわけで

ないというのは︑上のロックアウトのほうです︒あとのほうはとに

織法の中の国立学校設置法という法律のなかにずっと一覧表が書い

す︒だから︑なりふりかまわず︑とにかく紛争やめるように︑ロッ

かくぼやっと匂わせるだけです︒そこまでいくこともできますよと

てあるわけですね︒だから︑﹁そのなかの東京大学の項を削除する﹂

クアウトをしないようにしょうということにいったわけですね︒だ

をうまく管理して保全していくために必要ならば︑六ヵ月間のロッ

と国会決議した瞬間に大学というものはなくなるし︑先生の地位も

から︑おそらくそのあとの二ヵ月︑個別の例を調べたあの当時の資

クアウト︒これも独断でやらないでそういうふうにやれというのが

身分も何も保証がないんですよと︒そういうものなのだということ

いうことを匂わせて︑むしろ説明としてそっちをいったものだから

を︑皆説明するまで考えたこともなかったので︑ゾッとする︒国会

料は持っていませんが︑やはり学生との話し合いで︑とにかく学校

一つ︒後段のほうでは︑それでも不幸にして大学の存在理由が失わ

の文教委員会で︑﹁何某大学の項を翻除する﹂と︑たった二︑三行
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ホッとしたでしょうね︒二ヵ月でなくなりました︒

ところもあるでしょうけれども︑結局なんとなしに︒学生のほうも

また︑断固警察を呼んで力ずくででも追い払うということをやった

いう話し合いをしてべ夕べタの妥協をしたところもあるでしょうし︑

が廃止になったら大変だからというので︑今までの条件はどうだと

う意味の懲戒処分で︑学校自身が教育のために教育上本人を懲らし

いとか︑そういうことは書いていない︒退学処分というのはそうい

ということ︒だから︑これには退学がいいとか︑これには休学がい

分をするかということは︑あくまで学校の教育的必要があるときだ

学校では退学処分はないと書いてある︒どういうものにどういう処

めるためにやる︒ところが︑除籍というのは別ですね︒処分は処分

多くの大学ではロックアウトをやりましたよね︒警察力を導

儲藤

したら︑これは金を払わないのだから︑電車に乗っているやつに降

だけれども︑授業料を払わない︒半年たってもまだ払わない︒そう

西田

りてもらう︒これは除籍で︑退学処分とは違うわけです︒だから︑

入して︒

ものだから︑警察を呼ぶことも学校では決まりやすかったのでしょ

根拠はあの学校教育法の何条かのあれだけですよ︒

やったでしょう︒これだけドラスティックなことをいわれた

うね︒

伊藤

それはもともとあるわけでしょう︒

だけどやはり︑大学人が︑自分たちが拠って立っている基礎

伊藤

もともとある︒戦前からありますし︑戦後も同じようにあり
ます︒

西田

西田

伊藤

が法律にあるということにほとんど気づかずに︵笑︶︒

うな感じで︑これは神聖にして侵すべからずと思っている︒﹁教員

かったわけですか︒

所動

西田

伊藤

学生の問題のところですが︑懲戒ですけれども︑いま学長が

﹁年金は﹂﹁そんなもの︑あるもんですか﹂と︵笑︶︒

廃校になれば︑身分も何もその瞬間でなくなりますよね︒

す︒しかし中教審の二十四特委以外の審議は進んでいるので︑それ

たりして︑そして︑いよいよ国会に提串ということになったわけで

たわけです︒私どもと村山君なんかと一緒に︹自民︺党に説明にいっ

でした︒村山君のほうも並行してこれを法案化することをやりだし

僕が中教審で二十四特委のときの大学課長が村山︹松雄︺君

学生に対して懲戒処分とかいろいろ処分がありますね︒ああいう処

とパラレルに行なったわけで︑法案作成のほうは大学課の村山課長

﹁大学自治﹂なんていって︑神代からそういうものがあるよ

の身分保障というのはどうなんだ﹂﹁そんなもの︑あるもんですか﹂

西田

これが実際法案になっていくプロセスには全然かかわられな

と︒

分権の問題については当時議論されたのでしょうか︒

が中心になってやりました︒

所澤

西田

それは文教部会ですか︒

﹁こんなものであの紛争が収まるか﹂といわれました︒

う反応でございましたか︒

学生に対する処分ですか︒あれは学校教育法のなかで学校が

西田

伊藤

りますが︒

伊藤

文教部会です︒ずいぶん叱られました︒

自民党のほうは︑さっきおっしゃったように︑生ぬるいとい

懲戒権を持っているというのをはっきり書いてあるでしょう︒

西田

西田

今度は法案が議会にかかりますよね︒そうするともう︑審議

その当時から既に書かれていたのでしょうか︒今は書いてあ

で共通して︑学校が教育上必要があるときは懲戒処分を行なうこと

伊藤

今の学校教育法のなかの最初のところに︑小学校から大学ま
ができる︒懲戒処分にはこれとこれとこれだ︒しかし︑義務教育の
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窟はほとんど役割はないわけですか︒

西田

ええ︑断固処置するという︒あのときは︑大臣は灘尾︹弘吉︺

確か強行採決したでしょう︒自民党をまとめたのは角栄幹事長です

できるけれども︑大学というのは悪いことをしなくなったらいいの

て︑権力というのは実にむなしいもので︑悪いことを止めることは

さんでしたかな︒まだその前かな︒私は︑﹁強権発動するといったっ

からね︒﹁これでいこう︑よっしゃ﹂というわけで︒僕らはあのと

ではなくて︑いいことをしてもらわなければならない︒教育と研究

国会の処置は大学局のほうが︑原町がやります︒あのときは

きにあまりよく知りませんでしたが︑そのへんの判断はやはり鋭い

というのはいいことを積極的にやることなので︑それは権力ではで

西田

感覚を持っていた人ですね︒

いわれました︒ほかの官庁と違って︑教育に関する権力作用という

きませんよ︒やる当事者がやる気にならなければだめですよ︒その

西圏

のは飴と鞭である程度誘導するくらいのことで︑いい教育・いい研

ちょっとお話が戻りまずけれども︑緊急な問題であるこの課

くりやってくれといわれて二年閥でやるつもりだったら︑今の紛争

究会というのは権力からは生まれてこないですね︒当たり前のこと

村上

で火がついてきたものですから︑自民党のほうだって︑﹁文部省は

ですが︒

点で︑文部省の持っている権限なんていうのはむなしいものだと私

どうするんだ﹂ということで対応を迫られて︑﹁いま中教審でやっ

村上

題を︑中教審にかけて議論するということについてはすんなり決まっ

ております﹂というけれども︑﹁あんな大学改革ののんびりした話

のは灘尾文相でもあったと︒

は思います﹂といったら︑灘尾先生が︑﹁確かに僕もそう思う﹂と

ではどうしようもないじゃないか︒それはそれで︑当面問題の処置

西田

たのでしょうか︒

を傭か対策を考えろ﹂と︒そのときにはもちろん勇ましい議論があっ

私どもは直接そういう別途の諮問をすることについての相談は受け

これは︑四六答申の諮問が掛て︑最初は百年記念だからゆっ

て︑大学は信用ならんから︑文部大臣が権限を吸い上げて命令を出

ませんでした︒それをやることにしてくれと︒ですから︑諮問の文

その当時の大臣︑憂事のところで相談されたのでしょうね︒

中教審にかけるという形に持っていく上で重要な役割をした

せるという法案もつくれという話があったんです︒

章と︑諮問の検討事項︑こういうものは私どもがっくりまずけれど

その﹁吸い上げてやれ﹂という意見は︑中教審の委員のなか

小池

この検討課題と諮問の内容に関しては︑龍々からお話いただ

も︑やるかやらないかの決断はもっと上のほうです︒

村上
西田

いやいや︑それはむしろ文教部会の一番勇ましい先生方です

から出てきたのですか︒

西田

自民党の文教部会ですか︒

です︒作文ですからね︒諮問理由︑文部大臣の挨拶︑大臣の諮問の

いております︑官房の三つの課ですか︒

小池

その当時の一番激しいことをいうのは︑いま名前をいっちゃ

ね︒

西田

説明文章︑それに伴う次宮の補足説明︑こういうのはみんな私が書

ええ︒ですけれども︑それはもっぱら官房審議官が書くわけ

いけないおっさんですよ︒こんな人にしょっちゅう叱られていまし

くわけです︒紛争のことになったら︑

この答申のときによくいわれるのは︑大学に関しての三八答

一〇年間学生課長をやってい

た︵笑︶︒だけど︑それを受けてか︑局長会議で議論したときにも︑

小池

た私が一番詳しいから︒

やはり生ぬるいというご意見でしたか︒

内輪では内藤誉三郎さん︑この人がやはり勇ましいものですから︒
伊藤
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でないかで新聞発表したりした頃から︑国立大学協会が︑﹁ああい

におりました︒ときどき様子を聞いておりましたが︑答申が出るか

西田

して

の対立があって︑そのなかで古い体質がうごめいている︒それに対

教育界のなかでは文部省対教職員︑あるいは大学と︑こういう一つ

かったです︒あの当時は︑世間全般で日教組の大きな流れがあって︑

ちらはそれなりに論駁したつもりですが︑そういう感じは非常に強

う答申をすぐ実行されては困る︒大学で問題が起こるから︑しばら

らんところだという雰囲気がありましたから︑何をいってみたって︑

申にですね︒三八答申との関係はどうですか︒

くすべて我々に検討を任せてくれ﹂といって︑寄ってたかって押さ

それは誰もまともに聞いてくれない︒

小池

西田

て⁝⁝︒

しかし︑大学の封建的な体質ということも当時盛んにいわれ

われているのは︑﹁文部省がすぐにそういうような大学を管理する

学は少し時代遅れじゃないかという感じをいっておられましたけれ

あれは大学運営の改善のことをやって︑私は大学局の庶務課

えつけられて何も実行されませんでした︒だから︑そのことがこの

伊藤

般の世間の人もジャーナリズムも︑文部省というのは油断な

四六答申の宿題になって流れこんできたわけです︒

という陰謀を存分逞しく持っていって︑ついにここであらわにした

ども︑そういうのは声にならないんです︒

その前に大学管理法案があって︑三八答申があって︒よくい

んだ篇と︑そういう論文みたいなものが結構多いわけですが︒それ

伊藤

たかな︑﹃世界﹄か何かの雑誌に︑東京大学の有名な先生の文部省

働きで苦労されているということをしきりにいっておりました︒こ

西田

囲四六答串が提起した豪解決の重要課題

たと思いますけれども︒

実際にこの東大紛争のもとになった医学部の徒弟制度みたい

産業界とかそういった方々はもっと冷たい目で見て︑今の大

はやはり文部省で系譜として流れていないわけではないということ

な︑ああいうシステムについての不平不満というのはたくさんあっ

文部省がある魂胆をもって管理したがっているというのでは

ですね︒

西田

なくて︑一般の社会のジャーナリズムとか評論家の反応が︑﹁文部
省は大学管理というもので戦前の大学のような厳しい取り締まりを
やりたがっているのではあるまいか﹂というような思い込みから反

が管理したがっているようなことに対する反駁の文章が出ました︒

れは︑二十四特別委員会がおわったところで︑この法案が出た頃に

発してくる︒それで︑大学運営の法案が出たときに︑あのときだっ

荒木︹万寿夫︺大臣が︑﹁これに対する反駁の文を考えてくれ﹂と

中教審の本答申が出たわけです︒

ありましたね︒中教審でも︑大学の助手とか何とかの人が下

いって︑私が書かされました︒それがまた何かの雑誌に︑きょうは

西田

偶藤

﹃世界﹄だったかな︑何か︒そのときには︑﹁大学の先生とい

﹃世界﹄ですか︒

けは︑といった大事なことのなかで︑やれなかったことは何かとずっ

解決の重要課題﹂は何か︒あれだけ答申を書いたけれども︑これだ

だけは法案になったわけですが︑﹁2中教審四六答申が提起した未

そこで︑次の五ページを見ていただきたいのですが︒今の二十四

うのは誰とけんかしているんだ︒文部省は何もけんかを売っている

と挙げたら︑ 一〇出てきたわけです︒

持ってきませんでしたが︑雑誌に載りましたよ︒

わけではない︒どこを反駁しているんだしということを︑一応︑こ
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伊藤

ほとんど全部です︵笑︶︒まあ︑これを見たらがっかりしま

ほとんどじゃないですか︵笑︶︒

づいているわけです︵笑︶︒これもついに⁝⁝︒一番大事なところ

怠け者で︑そういう差がつかなければ勉強しないという性悪説に基

んだ︑公立大学の膨れあがったのをどうするんだと︑そのための基

5に︑高等教育の改革というものは︑あの当時︑私立をどうする

ですが︒

西照
すね︒四六答串でやられたものがほとんどないんです︒
という点から⁝⁝︑学校教育というものに一つの限界が来ている︒

本計画を考えて︑計画的にそれを実施するための行政体制︑文部省

1に︑新しい時代の社会慣行の挑戦に対して︑例の﹁生涯教育﹂
だから︑家庭︑社会から︑事体から見直せという︒﹁生涯教育しと

の側の体制をつくれと︒だから︑自然に成り行きに任せているので

ための特別の審議会をつくって︑大学が持ってきた案を審査して︑

いう言葉は使っていませんが︑このことが今頃やっといわれました

2に︑学制改革をやるための学校体系の開発を目的とする先導的

いいやつにどんどん金をつけて︑新しいものをつくり出していけと︒

はだめだといったのですが︑これもとうとう見送られました︒その

試行︑このことがついに着手されなかった︒文部省がさぼったので

これはついにやれなかったし︑今の段階になると手遅れです︒

ね︒三〇年前ですからね︒

す︒

しています

わけです︒それを文部省は何もやっていない︒

西圏

ていくのではないですか︒

臨教審を経てできた大学教育審議会のほうにこれがつながっ

な学問の協力を得なければいけない︒それから︑研究者・教育者・

行政体制ですからね︒

小池

行政窟の三者のタイアップ︑これによる研究開発をやらなければな

伊藤

6が例の設置形態で︑この前の独立行政法人ですか︒最近︑

3が︑教育改革や教育の質的水準向上のためには1非常に強調

らない︒これによって教育というものを実行に移すための方法論の

西田

︑教育に対する学問というのは︑教育学以外の様々

研究をやらなければ何も進歩しませんよと︒この研究開発の体制を

文部省のところがらパンフレットを送ってきて︑どの程度合理性が

西田

揮藤

この問題も今日的な課題になっているわけですね︒

いや︑非常に非合理的な︵笑︶︒

あるのかまだ見ていませんけれども︒

文部省自体のなかにそういう推進体制をつくれといっている

やれということも︑ついに実行されませんでした︒

4の︑教員が意欲と使命で大いに活動できるように職制・給与・
待遇の改善︒このなかで︑給与の三割アップだけがやれたわけです︒

職制も多少やれたのではないでしょうか︒

近くを占めている私立︒これに対して︑一体国はどういう立場で助

伊藤

ろといった︒あれはついに手がつけられなかったわけです︒

成するのか︑しないのか︒出たとこ勝負でやってきたものを根本的

7の私学助成︑これがまた大問題なわけです︒日本の大学の八割

主任制度というのはやはり給与の問題ですか︒

に何も⁝⁝︒これは一番難しいですが︑これをやらなきやどうしょ

ここでいっている職制は︑専門教員とそうでない人と差別し

伊藤

給与もあるし︑地位・待遇も変えようと︒それで︑給与を三

西田

西夏

これは非常に政治的な問題になることですね︒

うもない︒

伊藤

そうです︒そのことの背景としては︑次の8は入試制度です

割アップすることと︑再教育の大学院ですね︑これだけができた︒
このなかの一部分だけができて︑

西田

一番大事な︑教員組合が嫌うとこ

ろの︑上級教員とそうでない人との面起をやれと︒人間というのは
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ね︒これもしきりに中教審は︑入学選抜剃度というのは学校制度の
一種だ︒だから︑それを各大学の任意に任せてやってということは
やめなさいといっているわけで︑これもだめです︒

しかし︑計画的な実施を推進する行政体制を整備することと

それは僕も筋だと思った︒

伊藤

いうのは︑これは一種の担保ですから︑あとを見ることですから︑

うことをはっきりさせなさいと︒これもとうとう文部省は一度もや

こでいっているような答申のことをやろうと思えばやれるのだとい

デルを示しましたが︑長期教育計画をつくって︑それによって︑こ

ろといっているのですから︑大上段に構えているわけです︒

直接内閣に意見をいえるような国民会議というようなものを編成し

んとしなさいといっている︒ところがこれは国の行政組織のなかで

西田

それは国民教育会議の問題と同じような気がしますけれども︒

りませんでした︒この長期教育計画というのは︑経済計画の立案と

村上

今の私学はむしろ9につながっているわけですね︒予測計量のモ

かなり技術的に似ていますから︑文部省がやる気ならもっと調査統

属することのほかにどんなことがあったのでしょうか︒
西田

国民教育会議の具体的な構想みたいなものとして︑内閣に直

これは︑文部省自身にそういう制度を自分でやれるようにちゃ

計︑予測計量の経済学の基礎がある人がやらないとだめですね︒

最後の10は答申に書いてないのですが︑例の﹁国民教育会議﹂を

般的な抽象的な文章だけです︒

これは︑国家社会各層の人を網羅してといったくらいで︑一

つくれと︒これがいっぺん議論になって答申になりかけたのですが︑

すね︒中曽根さんは︑﹁中教審ができたけれども何も進まん︒今度

これは臨教審みたいなものですよね︒

これはどうして反対だったのですか︒

は本気でやれるように﹂といって︑内閣に事務局を置いてやったの

伊藤

僻藤

森戸先生は︑﹁我々は文部大臣から教育改革の制度の諮問を

ですね︒

森戸先生のご意見で︑一応︑それは書かないということにしたわけ

西田

これも結局︑いってみれば内閣につくるわけでしょう︒

臨教審というのはその次に中曽根︹康弘︺さんがやったので

受けているのであって︑それが出たあとの実行の仕方まで我々がい

伊藤

臨教審ができたときに︑前の中教審との関連で私に話を聞き

西田

うのは越権だろう︒それは私が内閣総理大臣に話をする﹂といって

西田

です︒これだけは委員の方々も非常に残念だといっていました︒

佐藤栄作さんのところに持っていかれました︒栄作さんは沖縄返還

たいといわれて︑臨教審の委員の人たちが五︑六名集まって︑私は

直なこととして申しあげますと︑我々が中教審でいろんな方に四年

問題でちょうど頭がいっぱいで︑﹁いや︑ご苦労でした﹂といって︑

小池

間かかって知恵を絞っていただいて︑これから臨教審でどういうご

あるところで話をしたことがあります︒私はそのときに︑﹁私の率

みたり︑広範に﹁第三の教育改革﹂という講演活動に出たりという

審議をされるか知りませんが︑おそらく今後やるべきことの必要な

それでおしまいになった︒

ような形で行動をしますよね︒そういう行動をするにもかかわらず︑

ことはみんな中教審に書いてあるはずだ︒新しいもの出てこない︒

しかし︑そのあと森戸先生は公聴会みたいなものをつくって

この国民会議みたいなものには反対されたのですか︒それはなぜな

ただ私どもがやり残したことは⁝⁝﹂と︑この国民教育会議の話を

したんです︒これができて︑各界各層の人たちを集めて︑そこで初

のでしょう︒やはり内部的な対立みたいな︒

西田

めて国民的合意をつくり出して内閣に実行させる︒そういうような

国民教育会議のやり方自身を反対されたのではなく︑答申に
書くことを反対されたわけです︒答申自身の権限の範囲ではないと︒
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パートのダイエーのね︒

といったんです︒あのときに︑その委員のなかにおられたのが︑デ

のような国民的合意をつくる場として活動することを私は希望する

伊藤

西韻

村上

四六答申になる以前の政府なり文部省の諮問会議というのは︑

覚えていません︒

この国民教育会議に関しても︒

まり喋らなかったです︒

中教審のなかに文部省のOBの次窟クラスを入れておいて︑文部省

中内︹功︺さん︒

大体そこで決まったことが実行されると︒

ものをやらないと動かない︒臨教審というものは︑中教審のまねを

伊藤

あの人やら︑五︑六人おりました︒皆さん何か︑分かったよ

実行されたんですかね︒

としていいたいことをいわせる︒しかし︑有光さんはあの頃にはあ

西田

西田

かなり実行されていたのではないでしょうか︒例えば大正期

してまた新しい名案を出すということはおやめになって︑国民会議

うな︑分かっていないような顔をして︒国民教育会議にかわるもの

伊藤
西田

をやってもらいたいといったんだけど︑とうとうその方向へいきま

はり政府の権隈が強かったでしょうね︒

の大きな審議会がございますよね︒臨時教育会議ですか︒

結局また同じ繰り返しですね︒．

せんでしたね︒

伊藤

結局繰り返し︒また︑やるべきことのメニューを書いただけ

昔はもう少し役所のほうがあんまり世の中を気にせずに︑や

西田

所澤

しまうのですよね︒予算がつかないとか︑いろいろな面でつぶれて

鼠分が運動の中心になるんです︒ところが︑やはりつぶれていって

ん自体が文部大臣のときに新国民運動というのをやるのですよね︒

小池

伊藤

まあ︑森戸さんをかばうわけではないですけれども︑森戸さ

そうですね︒

と︒

伊藤

しがあったと思うのですが︒

部省のなかで抽出してやっていいというふうに変わったというお話

したけれども︑戦後のある時期からは︑決まったことのなかから文

います︒以前は審議会で決まったことをそのままやるという規則で

木田︹宏︺先生からのお話で︑確かその話があったように思

で︑実行することに対する推進力にならなかった︒

しまう︒そういう経験があったのかもしれませんね︒窟制運動の限

所澤

揮藤

まあ︑それはそうですけどね︒

しかし︑諮問というのは本来︑意見を聞くというだけですか

いや︑何か制度が変わったというお話だったように思うんで

それは制度的にべつに変わったわけではないでしょうね︑きっ

界みたいなものを彼は思っていたのかもしれません︒

す︒

申教審の他のメンバーの方は︑国民教育会議に関しては皆さ

村上

有光次郎さんはそのときにどういうふうに⁝⁝︒

らね︒

西田

最後にどこかで合宿したときには皆さん大変熱心でした︒

んご賛成だったのですか︒

西田

﹁それをやろう︑やろうしということで︑すぐその案をつくられて︑

それがまとまりがけたんです︒それで会長に話をしたら︑﹁ちょっ
村上

有光さんは正委員のなかに︒いつも文部省はずるいんですよ︒

と待てしといわれて⁝⁝︒

西田
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團四六答善後の人事異動

ているわけではない︒地域の教育委員会を通じてコントロールして

いる︒そういう監督行政をやるのは初中局です︒

ところが︑大学局というのは全然違いまして︑私は大学局ばかり

ですが︑これはむしろ極端にいえば︑国立学校・大学を中心とした

役人︑政府を拘束はしない︒私は︑こういうことをここで書

西田

設置者行政なんです︒国立大学のオーナーというのは国ですからね︒

省が設置しているわけです︒そこの人事も︑予算も︑そのやり方も︑

いて私自身もがっかりしているわけです︒そのことの一番の問題は︑

ここにこんなもの︹﹇四六答申後の文部省首脳の人事異動﹈︺をポ

設置者の立場から︑﹁自治は尊重する﹂といっているけれども︑文

これは︑小・中・高等学校と違って︑国立学校は日本じゆうに文部

ンといきなり書いたのですが︑四六答申が出たあと文部省の人事が

部省とけんかをしたら金をくれなくなるわけですから︑全部文部省

その次の人事の問題です︒

どう動いたか︒一番左の昭和四十六年は︑大臣は坂田さんがやって

自身が飯を食わせて動かしているわけです︒だから︑設置者という

ないのです︒ずっと初中局で来た人です︒天城さんは財務課長︹会

いた︒坂田さんは︑答申が出て︑そこでご苦労でしたといって︑し

短いですね︒

計課長︺やって︑全国の小・中・高等学校の財政問題から︑木田さ

立場からの行政と︑初中局の教育委員会を通じた間接的な監督行政

観取

短いです︒それから奥野誠亮さん︑永井道雄さん︑海部︹俊

かも紛争のほうが収まったからホッとしちゃって︑サッとやめてし

西田

んは地方課長をやり︑教育委員会のコントロールをやってきたわけ

と︑全然行政のやり方が違うわけです︒そして︑いっては悪いけれ

樹︺さん︒大臣というのはこれぐらいで︑答申が出た直後の二年間

ですね︒そのへんでは腕を振った人たちです︒大学局に関係者した

まったわけです︒四十六年のその直後から︑高見︹三郎︺さん︑稲

のうちにバタバタと三人ぐらい変わってしまったわけです︒そして

ときにはいきなり局長です︒課長︑それ以下の行政官として大学行

ども︑天城さんも︑木田さんも︑局長になるまで大学行政は経験が

次官が︑すぐ今度は村山さんになる︒天城さんがやめて村山さんに

政に関与されたことはないのです︒

葉︹修︺さんは元気のいい人ですね︒

かわって︑それからあと︑岩間︹英太郎︺さん︑木田︹宏︺さんで

機関を通じて︑国の初等・中等教育を︑ある国の決めた基準に従っ

本じゆうにある小・中・高等学校の教育委員会という中間的な管理

非常に大きな流れとして違いますのは︑初中局というのは結局︑B

のなかに行政の一つの系列として積み上げてくるんですけれども︑

これは本当にプライベートな私の感想ですが︑文部省という役所

︹彌︺︑今村︹武俊︺︒大学局長は木田さんから井内︹慶次郎︺さん︒

ポーカーフェースでキョトンとしている︒岩間君もそういうところ

ぐ感激して︑大いに感奮興起するほうではないです︒何をいっても

です︒村出君なんかはいつもポーカーフェースで︑私らのようにす

人たちは人柄として非常に明晰な人ですけれども︑クールな人なん

していいのか分かりませんが︑私は文部省の仲間ですからね︒この

りました︒ところが︑村山君︑岩間君というのは︑これは記録に残

ある段階まで技術教育課長なんかをやっておりまして︑大学局にお

このなかで唯一大学行政の生え抜きは村山君だけです︒岩間君も︑

て︑そこをはみださないように︑うまく軌道に乗ってレールの上を

がある︒村山書は海軍の主計宮︑終戦のときにはスラバヤの現地の︒

しょう︒初中局長は︑岩間さんがやっていて次官に上がって︑安嶋

走るようにという︑いわば監督行政だと思うのです︒自分が教育し
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伊藤

司政宮︒

ね︒ここで坂田さんが残っていて︑天城さんが残っていて︑あの中

西田

伊藤

もうこれで奴まったと︒私は︑坂田さんがかわり︑天城さん

せっかく大学が静かになったのに︵笑︶︒

になりっこない︒

間がワ！ワー騒いでいるようなことに手をつけてやろうかなんて形

次官︑局長になったら︑あの答申のなかで︑火のついたような︑世

君にも期待するのは無理だったと思います︒だから︑この人たちが

ら⁝⁝︑亡くなったから申し訳ないが︑そのことを村山君にも岩間

何かに燃えて︑損得を離れてそれに燃え立つようなものがなかった

をつくり出していくときには︑根本的にはある種の情熱がなければ︒

ておったのですが︒やはり︑この中教審のようなことで新しいもの

いし︑生来そういうことに自分なりの生きがいを見出したいと思っ

係はありましたが︑鉄砲玉の飛んでくるところに行ったわけではな

といって︑いつも彼らから冷やかされていました︒僕らは戦争に関

かしていたんです︒それで︑﹁西田君はひとりで張り切っている﹂

と情熱を燃やすことができない人間だ﹂と︑そういっていつも冷や

ういった人たちは︑中教審が何といおうと︑それに乗っかってバ！ッ

に燃えるということを忘れてしまった人間じゃないか︒だから︑そ

は︑感動というものを自分で抑えてしまって︑何かに感激してそれ

ざっくばらんに︑﹁終戦のときにあまり酷い経験をした人というの

とか︑そういうところで惨めな思いをした人たちです︒私は彼らを

じような青年将校で︑しかも敗戦のときに︑スラバヤとか︑特攻隊

初中局の今村君は海軍の戦闘機乗りです︒みんな戦争中の私らと購

ていたという︒外国向けはあれがいいだろうというわけです︒

そういうことでしょう︒坂田さんも︑﹁それはいい配置だ﹂といっ

西田

伊藤

られるというのは︑これは︒

わけでしょう︒というのが私の率直なところです︒

から︑いかなる政策の立案も最終的な推進というのは人間に帰する

ですね︒そういった人が新しいものをクリエイトしていくわけです

トバイの本田︹宗一郎︺さんだとか︑ああいった火の玉がおるわけ

る人でなければね︒民間でも︑ソニーの井深︹大︺さんだとか︑オー

西田

無理だと思うのです︒

伊藤

紙切れですよ︒問題は︑それを握って走り出す人間がいなければ︒

紙に書いた文章が仕事をするわけではないのです︒それは要するに

西田

伊藤

自然の流れ︒

会議に天城さんのかわりに行ってくれといわれて︑パリへ二〇回も

伊藤

国際会議は西田君がベテランだから︑あれにやらせようと︑

行っているでしょう︒

西洋

では︑四六答申はあまり関係なく︑こっちということですね︒

やるのは人闘ですから︒中教審だろうが︑臨教審だろうが︑

そうですね︑これはやはり大きな問題ですね︒

地を一つ⁝⁝⁝Q

然違ったでしょう︒だから︑ここで︑政策推進︑人事に関しての見

教審の後始末を少なくとも何年かでやろうやということなったら全

がやめた直後に︑答申を出して一週間か一〇日闘に﹁ユネスコ事務

伊藤

四六答申とは関係ないですね︒

それから︑岩間霜は海軍の爆撃⁝機乗りです︒面白いですよ︑

総長を命ずしといってまた配置換えになり︑そこからはもう関係な

西田

でも︑仕事の内容がガラッと変わるじゃないですか︒

西田

くなつちゃったわけです︒こういう役所の人事というのは政策の実

伊藤

それは︑私は官房審議官のときにOECDとかそういう国際

この審議窟からユネスコ国内委員会の事務総長にボンとかわ

つくった人とともに︑それによって自分が燃えることのでき

やはり︑それはかなりつくったことに関与した人でなければ

施段階におけるフォローアップとしては重要な意味を持つわけです

4
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誓一

めてくださった︒箱根やら︑河口湖あたりで合宿をやりましたし︑

べし﹂です︒あいつが一生懸命走り回ったということは先生方も認

﹁西田君︑ご苦労でしたしということで︑これだけは﹁以って瞑す

ら慰労してもらったというのはあんまりいないかも知れない︵笑︶︒

界︑お歴々が全部墨てきてくださって︒文部省の役人で委員さんか

寄せ書きをした色紙があるんです︒森戸先生をはじめ︑業界︑産業

品川のプリンスホテルに私を呼んでくださって︑そこで委員さんが

私を慰労しようということでパーティーをやってくださったんです︒

て答申が出て一週間目でしたか︑中教審の歴代の委員さんが全員で

西田

ということは︑きわめて私は特別なケースですし︑しかも︑そのこ

国立と私立の区別がないわけです︒だから︑学生課を一〇年やった

から︑学生の体の問題︑運動の問題︑そういうすべてが学生課では

です︒学生が騒ぐことと︑学生の学割の問題から︑健康保険の問題

の大学に対等に同じように扱って関与していたのは学生課だけなん

とは縁が遠いわけです︒前に申しあげた︑大学局のなかで国公私立

ていたんです︒大学局はやっていない︒だから︑ますます私立学校

たし︑しかも私立学校に対する財政的な援助というのは管理局がやっ

学です︒私立学校というのは︑国の助成はあの頃はまだ不十分だっ

そういう米の飯を扱っているので非常に身近なものとしては国立大

立学校に関する予算とか人事の問題が旨常的に動いていますので︑

大臣︑次官︑局長︑皆かわったんです︒それでも︑四年間やっ

個人的にも親しくしていただいたから︒

とが中教審をやるときには非常に助かったのですけれども︑結局︑

すっかり面目を変えた新しい職場︑この国内委員会の事務総

伊藤

大学行政の問題になってくると︑学生課というのはごく一部分のこ

す︒

長というのは︑事務局はどこにあるわけですか︒文部省のなかです
もう次へいきましょうか︒

伊藤

とですから︑まあ︑私どもの力量を超えたところがあったと思いま

西田

官房審議官時代の話で最後に質問したいのですが︑先ほど少

か︒

村上

は違ったところに置かれていますね︒

学生課というのは︑大学なんかでもちょっとメインの流れと

しお話しがありましたけれども︑局長会議にも審議官は︒

西田

事務局のなかでも一般の事務局の人事のなかに入っていませ

西田

んね︒教育に半分足を突っ込んでいるような感じがあるものですか

官房審議官は直接の大臣のスタッフとして局長会議には列席

していました︒

ら︑事務官のほうからは正当な事務官だと思われていないで︑先生

また先ほどの話になりまずけれども︑局長会議の場で国民教

村上

からはもちろん事務屋だと思われていて︑﹁教育のことに関与する

のは生意気だ﹂といわれる︒学生課というのは非常に辛い仕事です︒

育会議に関するお話は︒

西田

小池

観藤

省議です︒集まっても︑さっき申しあげたように︑初中局の

それが省議というやつですか︒

西田

伊藤

それで︑その人たちが二︑三年で変わってしまう︒これも経

大体そうですよ︒

ありませんでした︒局長会議というのは︑ご承知のように︑

大臣︑次官が先頭に座られて︑官房からは︑総務︑会計︑人事の三

する場合が多かったですし︒

西田

験が蓄積されない︒

国立大学の場合には︑学生部長というのは大学の教授が兼任

課長︒それで官房審議官︒あとは各局の局長︒

問題が出てきたときに大学局の人は全然系列が違うし︒大学のほう

伊藤

経験が蓄積されないというのは︑ありとあらゆるところで大

は︑もちろん日本じゅうの大学を担当しているのですけれども︑国
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教宮組織が経験を蓄積しないから︑

体そうですね︒

小池
チブチ切れてしまいますね︒

政策的な継承性がなくブ

西田

身分は特別職で︑給料はいい給料いただくんですよね︒名前

伊藤

ほかの国も︑世界各国ユネスコに加盟している国はそうなっ

大体各国ともそういう組織なのですか︒

がいいだけに︵笑︶︒

西田

ています︒日本が終戦後︑国連に入れないうちに︑一番最初に国連

機関で入れてもらったのがユネスコなんです︒それで︑B本政府と

りますね︒それが︑各国加盟国にユネスコ活動に協力するためにそ

あるかというのは︑国連の組織としてユネスコというのがパリにあ

このときにやったことを箇条書きにまとめました︒事務局がどこに

ているのですが︑セクレタリー・ゼネラルというんですよ︵笑︶︒

西田

伊藤

西田

ユネスコのほうは︑私は事務総長という恐ろしい名前がつい

ええ︑先へ進んでください︒

ひとつ︑残りだけやってしまいましょう︒

ないわけです︒パーティーをやるときぐらい︒そういう雰囲気でし

うのを外務省から送り込んでくる︒外交官が︒これは何も役に立た

そのときでも︑事務総長は文部省に譲ったけれども︑事務次長とい

初めて文部省の職員で事務総長になった︒私のときは二代目です︒

Bがやっていました︒僕の前のときに伊藤︹良二︺さんという人が

初代︑二代くらいは︑外務省の大使をやめたような人︑外務省のO

国際関係だからと外務省が入ってきました︒国内委員会事務総長の

内委員会ができたときに︑ここがまたいやらしいのですね︒やはり

囲日本ユネスコ国内委員会事務総長として

れぞれの国のなかにユネスコ国内委員会というのを設けなさいと︒

た︒國内委員会の事務局の中には︑これは五︑六〇名おったのでしょ

してはユネスコを大事にしょうと文部省にこれを置いたんです︒国

これは︑国内の民間人の有力者を集めて一つのブレーントラストを

うか︒教育︑文化︑学術ということを担当する課がありまして︑きょ

なった途端に︑ユネスコ本部から各国の圏内委員会の事務総長に

つくって︑そこがユネスコ活動の推進億体になる︒そういう国内委

れは文部省の横に看板がかかっていて︑﹁ユネスコ国内委員会﹂と

違う国を見てもらおうというのでアフリカヘユネスコの金でやって

うは一番最後のところに国内委員会の解散のことをやりますが︑そ

書いてあります︒あの建物のなかに事務局がおったわけです︒そこ

くれたわけです︒十数ヵ国の事務総長ばかりで︑珍しいカメルーン

員会ができる︒それを文部省という役所がサボ⁝トするためにユネ

の事務総長というのはそこだけのものですから︑建物は罰じなかに

とか︑ザイールとか︑ケニアとかというのを飛行機で養ったのです︒

ういうことに結びつくのですが︒

おりまずけれども︑いわば文部省からいったん組織としてははみ出

面白かったです︒

スコ国内委員会事務周というものを設けて︑そのお世話をする︒そ

しているわけです︒文部大臣の管轄下にはありまずけれども︑他の
伊藤

そう︑外局みたいなものですね︒

外局みたいな感じですか︒

動車に乗って入るときに︑入り口で金を払ったら︑﹁このなかで猛

野生の天然の動物園というのは︑四国と同じ面積があるんです︒自

しになっているところがあるでしょう︒あのサファリパークという

ケニアにいったときに︑サファリという︑ライオンやトラが野放

西田

そうすると︑身分は︒

局なんかとは金然毛色が違うわけです︒国内委員会のお世話を焼く︒

伊藤

6
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合いをするものではない︒腹が減ったら︑ホテルまで上がってくる

しているのですね︒腹が減ったら食うのだけれども︑やたらにかみ

それが帰っていたらゾウみたいなのが出てくる︒ちゃんと棲み分け

方のある時期になるとヒョウみたいなものが集まってきて水を飲む︒

のですが︑野生の動物というのは決してけんかしないのですね︒夕

こへ獣が集まってきて水を飲みに来る︒あのときに初めて教わった

があって︑そこの上のホテルに泊まった︒山の下に湖があって︑そ

ちでしばらく待っていろ﹂と︒もう一つ雑談ですが︑途中にある山

道路にゾウがたむろしている︒﹁あれを怒らせてはいかんから︑こっ

獣に襲われても責任を負いません﹂と︵笑︶︒走っていきますと︑

義務教育とはここへ学校をつくってやるというけれども︑食べ物が

ぼもあるし︑食べ物には困らないし︒そういうところで教育をする︒

来の豊かな生活というのはどういうものなのか︒野生のものはなん

のなかへ住むということが進歩なのかどうなのか︒この人たちの将

でしょう︒こういう人たちが靴を履いて︑洋服を着て︑とにかく家

みんな靴なんか履いていないですよね︒原野を走り回っているわけ

というのは一体どういうものかと考えられますか﹂というんです︒

人が︑﹁西田さん︑ディベロップメントなんていうけれども︑進歩

本当に野生のところへいってみて︑他のユネスコからついていった

西田

ではないでしょうか︒

ええ︑そうです︒ザイールというのは昔のコンゴですよね︒

かも知れない︵笑︶︒

なくなったらよそへ移っていくのだ︒放牧の民族なんていうのは羊

ケニアへいったときに小学校見学にいったら︑前に申し上げまし

もう一つ︑カメルーンというところにいったときに一番痛感しま

やるのだと小学校をやりだしたわけですね︒何語で教えるかという

たが︑子供たちが︑﹁なぜ臼本はあんな小さな国で自動車つくった

と一緒に移動してくるわけでしょう︒そんなところへ学校を建てて

わけです︒フランス領のところだったらフランス語でやって︑こち

りできるんだ﹂と︒ケニアの街を走っている自動車はトヨタの自動

したのは︑昔︑同じカメルーンの国のなかをイギリスとフランスが

ら側︹イギリス領︺だったら英語でやって︒共通語がないから︒そ

車ばかりですからね︒ところが︑そこへ技術援助をして︑日本から

みたって︑誰も来ないです︒そういうところで教育を普及するには

のときに聞いたのですが︑いろんな部族の子どもが集まって︑マザー・

も持っていっていろいろ世話をしたのだけれども︑その技術援助に

分割して統治していた︒しかも︑今のイラクではありませんが︑そ

タングが違うわけですね︒学校でその日に習った言葉をうちへ持っ

いった技術者がにつちもさっちも自動車の修繕なんかできない︒な

どうするか︒これなんかは大変難しい問題ですからね︒そういう広

て帰って︑お母さんと話ができない︒哀れなものですね︒部族の言

ぜできないかといったら︑あそこはもともとイギリスの支配下で︑

こにもともとたくさんの部族がおって︑これがみんな言葉が違うわ

葉が違うことと︑英語とフランス語と別々にあって︑共通語がない︒

ヨーロッパのイギリス文化というのはインチ・ポンドなんです︒日

い世界をちょっと見せてもらいました︒

そのときに︑明治初年で教育をやるときに︑いかに日本なんていう

本からいった人は︑アメリカでメートルなんです︒ネジ一本︑イン

けです︒そこで︑とにかくユネスコだからつて一所懸命義務教育を

のはいい条件にあったかということを感じました︒これからイラク

その次の世界成人教育会議は︑東京で世界中のユネスコの加盟国

いうのもそんなに簡単ではないんだと感じました︒

チの規格とメートルの規格で合わないのです︒だから︑技術援助と
僕らもブラックアフリカというのはほとんど想像もつかない

もそうですね︒これから部族の統一化が大変だと思います︒

伊藤

世界ですけれども︑ごらんになってカルチャーショックがあったの
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︵笑︶︒ところが︑これは︑事務総長はいって一ヵ月聞お付き合いし

ですけれども︑そのテレビの放送設備がないところでどうするか︒

いだろう﹂とか︑﹁テレビの放送でやったらどうか﹂と話は鼎﹇るの

話に乗れない︒そうすると︑例えば︑﹁それはラジオを使ったらい

いうのは全然イメージが違うのです︒だから︑日本なんかはあまり

かという︑そっちが中心なんですよ︒アダルトエデュケーションと

やり直しても間に合わんから︑大人のままでなんとか教育できない

たら︑文盲の人が山のようにおる︒この人たちに今から義務教育を

が開発途上国でしょう︒やって来た人たちの話は何が中心かといっ

座って壇上で寝ちゃうんです︒そうすると︑ある人が﹁臼本には禅

なあ︒ただしこの人は︑長々とした演説をやっていると︑議長席に

氏が議長になっていました︒この人は︑風格のある︑いい人でした

長が国別で順番です︒日本からは︑パリの元フランス大使の萩原徹

と始まるわけです︒大変なんだ︒このときのユネスコの総会は︑議

たらに長くしゃべるのですね︒﹁議長閣下︑何とかかんとか⁝⁝し

にしみじみ感じたのは︑英語ではないラテン系の民族はとにかくや

西田

伊藤

議題を次から次からやって︑皆演説しますからね︒あのとき

そんなに長いあいだやるのですか︒

侮か大きな決議か梶かがあったという記憶はございますか︒
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の代表が皆集まってきてやったのですが︑成人教育というと︑大人

ラジオを持っていったって︑バッテリーが手に入らない︒そういう

宗というものがあって︑あれは瞑想しておられるのか︒メディテー

なければならんのです︒

ところの成人教育というのは大変で︑前に申しあげたように︑一番

ションなのか﹂というわけです︵笑︶︒何か考えておられるんだと

の再教育︑日本の社会教育のようなイメージですけれども︑大部分

テクノロジーとして進んでおったのは︑紙芝居だということになる︒

西田

総会というのは︑B本から代表としてどんな人がいくわけで

いって︒

滋藤

これは東京でやって︑そのときの総理大臣は田中角栄さんでした︒

角栄さんが壇上に立って︑B本本土︑国内の再開発計画なんていう
野山ハハハッ︑列島改造論ですね︵笑︶︒

リに田本からいっているユネスコの常駐代表がおるわけです︒そう

すか︒

小池

列島改造論です︒その次に︑きょうの中心テーマの一つ︑国

のをぶっていました︒皆さんキョトンとしていました︒

西田

いった人たちが現場でのユネスコ本部との連絡をしてくれます︒宿

日本代表というのは︑事務総長と︑外務省の関係の人と︑パ

連大学ですね︒これは私がある意味で非常に自分なりに情熱を傾け

限りは︑演説を聞いて︑何か新しい決議が出たら持って帰るという

の世話もしてくれる︒私どもは︑日本が特別な提案事項を出さない

その前のユネスコ総会はどうですか︒

て準備したので︒

伊藤

程度のことしかないわけです︒

国内委員会の人たちは出ていかないわけですか︒

四十七年の十月にユネスコ総会というのは︑一二〇ヵ国あり

伊藤

国内委員会の委員さんは一人いきました︒正委員の人も一緒

西田

西田
伊藤

一年に一遍パリで総会があるのです︒

各国から何人か出てくるわけでしょう︒

にゆ

まして︑

伊藤

各国から代表が出てきて︑一二〇ヵ国⁝⁝︒
物凄い数になるじゃないですか︒

いろんな小委員会ができてやるのですけれども︑そのときに

ユネスコのラテン系がやたらに演説するということと︑﹁ユネスコ

西田
そんなの聞いておられはせんし︑パリの見物ばかりしていた
。

物凄い数です︒その一二〇ヵ国が次から次から演説するわけ

で西伊西
す田藤田

弼2003年4月15日
雛

は世界平和のための基礎づくりだ﹂といっているけれども︑なあに︑

各国が寄ってたかって自分の国益を分捕りあいする︒そして︑﹁平

いっちゃう︒だから︑ユネスコといえども︑世界平和どころではな

はそっぽを向いちゃう︒これがしゃべりだすと︑これがプイと出て

犬と猿なんだね︒私がこちらとものをいっていると︑こっちのやつ

ルダンなんです︒こっち︹イスラエル︺とこっち︹ヨルダン︺とは

ジャパンはJでしょう︒私の前が一でイスラエルです︒その次にヨ

委員会に出ましたら︑各国の席がアルファベットになるのですね︒

ひどいものですよ︒いや︑これはもうどうしょうもない︒小さな小

ほうはミサイルでぶち落とす﹂と︑そういう演説をするんですよ︒

が手を挙げて︑﹁そんなもので他の国まで放送をやられたら︑俺の

送を打ち上げて文化の宣伝をやるんだしなんて演説をすると︑ソ連

リートを教育して︑みんな頭脳流出してしまう︒だから︑今の先進

合のいいような教育をやって︑文化的な侵略だ︒植民地主義で︑エ

進国は国際教育をやっているというけれども︑実は自分のほうに都

と︒ところが︑このときに開発途上国の反応が非常に違って︑﹁先

しているので︑国際大学なんてとんでもない︒そのものは要らん﹂

はs﹁大学というのは本来超国家的なもので︑学生も教員も国際化

国際大学というのをやろうと︒先進国からのその当時の反応として

に言い出したのです︒国の枠を超えたアカデミックな機能を果たす

最初のところは︑ご承知のようにウ・タント事務総長が一九六九年

れの裏返しなんです︒国連大学というのは︑その必要性についての

西田

團国連六千の創設準備

いと︒大変なものだという︒今度のイラク問題でも︑国連決議とか

国が持っている大学だけでは俺たちの国は助からんのだ︒ぜひこう

和のため﹂なんていうけれども︑アメリカが︑﹁俺のほうは衛星放

何かを見ていて︑日本では国連決議がなければ戦争していかんとい

いうものをつくれ﹂と︒そのときに︑これを最初に議論するのがユ

だから︑そんなきれいごとではない︒国連大学というのはそ

うようなものがあるけれども︑国連決議とは何だということが︒あ

ユネスコの執行委員会へ私はいきました︒ユネスコの執行委員会

ネスコの場であって︑ユネスコで通ったら国連へ持っていくという

フランスの外相なんか︑格好のいい演説ばかりしていてね︒今になっ

の中では︑﹁既存の国連機関と重複する︒例えばユネスコが既に教

るいは︑国連とは誰かということ︒事務総長ではないわけですよね︒

たら︑なんか⁝⁝︵笑︶︒だから︑国連中心主義というのも一体実

育・文化をやっているのだから︑こんな国際大学は要らない﹂といっ

ことになっていたんです︒

態が何だ︒しかも︑いまだに国連憲章の中には﹁臼本とドイツは敗

たわけです︒そのときにこの執行委員会が最終的に皆がシュンとや

寄ってたかって皆が自分の田んぼへ水を引いているだけでしょう︒

戦国だ﹂と書いてありますね︒あの委員会に入れてもらえない︒正

﹁我々はここで一週間集まってこの国際大学の話をしている︒何日

られてしまったのは︑開発途上国の人がこういう反論をしたのです︒

そうですね︑敵国条項がありますからね︒

規のあれにはなっていない︒

小池

議論をしてもちっとも結論が出ないのは︑そこへ来ておられる代表

の方は皆︑おたくの政府から訓令をもらってきているでしょう︒訓

令をもらってきたあなた方が幾ら集まって議論しても何も結論が出

ない︒反対しろと最初からいわれているんだから︒そのことが︑国
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その執行委員会で私の隣にロシアのおじちゃんがおって︑あのお

げたわけです︒誰も手を挙げる国はなかったわけです︒そして︑そ

串したら︑日本は真っ先に﹁やります﹂といって基金構想に手を挙

提案とか︑異質文化の研究などをやろういうようなことを提案した

じちゃんは日本語が流暢でした︒どうして知っているのか知りませ

の約束をして︑国連ユネスコ会議に出ていって積極的に国連大学を

し︑金の問題では︑自発的拠出金というのをウ・タントさんが言い

んが︒﹁西田さん︑田本はなぜそんなに熱心なんだ﹂と冷やかされ

つくるための本会議にかける提案をしたわけです︒議案を提出した

連大学が要るという証拠じゃないですか︒訓令のない代表が集まっ

ました︒こっちは一所懸命熱心にいうわけです︒日本はオリンピッ

わけです︒私はユネスコの総会のときにこの議案の提出をやりまし

てやる大学を作るべきだ﹂と︑これは皆を抑えちゃった︒

クと万博のあとでした︒﹁オリンピックで儲け︑万博で儲け︑今度

成してもらう人をロビーイングで︑会議の前に︑イギリスやいろん

て︑今の国際会議なんかを見ていて大変だと思うのは︑あのときに

なところに︑﹁反対せんといてくれ﹂といって口説いて歩くわけで

は国連大学で儲けるつもりですか﹂と︵笑︶︒それに対する反論は
次第に収敏した目的というのは︑国連の貝的達成に寄与する世界

すね︒あれは大変なものだなと思いました︒それをやって︑最終的

初めて︑ユネスコなんていうところでも︑日本が提案を出すのに賛

的な課題を学際的に探求する︒そして︑その学問的な英知を結集す

にここで通す︒ユネスコのほうは反対しないということで通っちゃっ

あとに書いてありますが︑先進国は非常に冷ややかなものでした︒

るための触媒的な作用を果たす︒その結果の普及を大学院レベルで

国連にいったときに︑これはあとで聞いたのですが︑国連のほう

た︒

研修するということになったわけです︒ところが︑問題は︑これは
一体誰が金を出すのだという財源問題が一番の問題だった︒先進国

が反対するのは︑大義名分ではなくて︑そんなもので国連の分担金

は日本から国連大使がいっているわけです︒その国連大使はどなた

政府から︑﹃どこの国が何といおうと︑真っ先に日本が断固として

を増やされてはかなわんと︒だから︑要らん︑要らん︑要らんとい

にこういう大学が必要だといっている︒金の問題は︑結末としては︑

これを通してくれ﹄と︑そういう一方的な推進をやれと指令を受け

でしたか忘れましたが︑帰ってこられたその方から話を伺いまして︑

財源は加盟国の自発的拠患金︒決して国連の分担金ではない︒義務

たのは初めてだ︒外交官としてこんなにやりがいのあることはなかっ

う議論をするわけです︒開発途上国は︑先進国に技術開発や人材が

的負担としないというのなら︑まあ︑反対はしないということになっ

た︒それまではいつも︑各国の様子を見て︑あんまりでしゃばらず

﹁俺は外交官として国連にずいぶん今まで出ているけれども︑日本

たわけです︒このへんで追っ付けが出てきて︒そのときに臼本が真っ

に︑イギリスやアメリカのご機嫌を損ねないようにと︒外交官とし

偏在しているから︑これをもっと我々のいいようなものにするため

先に手を挙げたわけです︒

の圏で積極的に熱心になったのは︑先進国のなかでは唯一日本だけ

この創設をウ・タントさんが言い出してから五年間のあいだに世界

した理由は何か︒これは私の解釈ですが︑私はさっきのソ連のおじ

西函

二面

そのあとに書いてありますが︑その広範な国民的関心の高揚

実際に国内で推進したのは誰ですか︒

当にそうだろうと思いました︒

てこんなにうれしいことはなかった﹂と聞いて︑感激しました︒本

なんです︒そして三門は︑収敏した目的というように︑世界中の大

日本の特異な立場というのは︑これは私の主観的な解釈ですが︑

学がこれに結集するシステムとしてひとつ協力しようという機構の
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しく日本の問題なんだ︒こういう点で︑とにかく非常に熱心になる

最後の政府としてやるべきことというのは︑ウ・タントさんがいっ

さんが冷やかしたときにそういう説明をしたわけです︒日本は戦争

うな︑世界の英知を集めて︑国から訓令をもらわない人が国連の最

た一億ドルの拠出金をどうやって出すか︒これは︑担当部局として︑

べき条件があった︒

大の問題を研究すると︒例えばあのときにいわれたのは︑貧乏とい

ユネスコ国内委員会の私と︑外務省の国連関係の局と︑二人の局長

に負けて平和主義の憲法をつくった︒一種の理想主義を掲げて︑戦

うものがなぜ開発途上国で起きているのか︒この貧困ということの

が大蔵省と折衝にいったわけです︒大蔵省の主計官も︑文部担当と

そのあとは︑ソ連のおっさんがいったように︑オリンピック︑万

分析は大変なことなんですね︒悪循環なんです︒教育を受けてない

二人が座って︑こちらは文部省と外務省と両方で説明するわけです︒

争はしません︑軍隊は持ちません︒しかし︑国連に来ても︑ユネス

から職業がだめ︒どこからその悪循環を断ち切ったらいいのか︒ど

外務省のほうは︑﹁一億ドルなんてとんでもない︒いま外務省とし

博を少なくともあのときやりましたからね︒世界じゅうの人を招い

こに戦略的な投資をしたら何が起こるか︒この研究を徹底的にやる

ては︑アフリカのどこやらへ援助するために一万ドルの要求をして

コへ来ても︑現実はパワーポリティックスじゃないか︒国連の場で

ということが大問題なんです︒それなしに世界銀行が開発途上国に

いる︒そんなべらぼうな予算を要求したってだめだ︺と︑外務省は

てやれるんだ︒国連のこういう機関でも持てるのではないかという

金をただ出したりしているけれども︑みんな空回りしているだけで

反対するわけです︒こちらは︑﹁国連が〜億ドルというのだから値

も︑日本は拒否権もない︑何をいってもなかなか通らない︑極めて

しょう︒貧乏の問題とか︑無知の問題とか︑みんな絡んでいるわけ

切ったらだめだ﹂と︒私は︑コ億ドルといったら大変な額だけれ

ことで︑これが︑日本としては唯一の先進国でやろうとしたという

です︒それが回り回って憎しみになり︑戦争になっているわけです

ども︑文部省は懐が大きいので︑我々の目から見るとたいした金で

無力な感じ︒そういう日本人が将来に対してどこに国際関係の夢を

から︑そういうもの全体のシステムを科学的に研究するということ

はない︒これが基金になって︑その利子だけで運営できるのだった

ことだと︒

をやるべきだ︒これはまさしく学問の問題だ︒B本はそういう国際

ら︑こんな安いことはない﹂と︒あのときの段階で一億ドルといっ

持っていいのか分からない︒だから︑このウ・タントさんがいうよ

的な状況にあるということ︒それから︑あの当時に熱心だったのは︑

たら二四〇億円ですね︒これは︑その当時の東京大学の予算の三分

はたいしたことはない﹂といったら︑その大蔵省の主計官が文部省

文部省だけが熱心だったのではなくて︑民間の財界とかいろんな方

その次に︑我が国の地理的条件から︑戦後東西が対立している︒

の主計官に︑﹁文部省というのはそんなものか﹂と︒﹁おお︑そうだ

の一なんです︒文部省としたら︑屍でもないと︵笑︶︒外務省は桁

ソ連とアメリカ︒南北問題での格差︒このなかで日本はその真ん中

よ︒たいしたことないよ﹂といって︑それで通っちゃったんです︒

面から︑﹁もし国連大学をつくるのなら俺の県においてくれ﹂とい

にいるわけですね︒しかも︑国際的な連帯ということで︑開発途上

文部省の政務次官が河野洋平さんだったわけです︒外務省があまり

が違う︑何百万円ということでやっているからね︒﹁文部省として

国と本当にうまく付き合っていかなければ日本経済の発展も起こら

意地悪をいうものだから︑河野洋平さんに︑﹁外務省がしきりにも

う申し出が文部省に殺到したんですよ︒

ない︒こういうことから︑国連大学でやる基本問題というのはまさ
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の政務次官に電話をかけて︑﹁文部省がやるといっているんだから︑

て一緒に議論できる人が儒人おるかということをいやでも問われる︒

といわれるだろう︒そのときに︑B本の学者のなかにそこへ出ていっ

根本問題をやるといったら非常に大きな大問題︒これに世界中の一

お前のほうが足を引っ張ったりしたら承知せんぞ︒値段を負けうな

そうすると初めて日本の大学の学問が国際的なレベルと比較される

流学者を呼んできて研究するといったら︑B本からもいらっしゃい

んて︑バナナの叩き売りではあるまいし︑値切ったらみっともない︒

ことになる︒そういう刺激をB本の大学に与えることが︑日本の大

う少し値切ろうとして︑なかなか折衝がしにくい﹂といったら︑河

よせごといって外務省を抑えてもらったんです︒それで外務省は

学の人が世界的なところで活躍できるだけの素地ができるので︑そ

野洋平さんはドスの利く人ですからね︒﹁よしッ﹂といって外務省

文句をいわなくなった︒そんな予算が通ったら︑外務省の予箪が通

﹁よし分かった︒やろう﹂といって︑帝国ホテルへ国連の総長なん

のための刺激になればこんな安いものはありません﹂といったら︑

だけど︑これは外務省もかなり熱心に推進したのですか︒

かが来たときに︑そこへ大臣が談判にいって︑日本に引っ張ってく

りにくくなると思ったのでしょう︒

伊藤

いや︑熱心じゃなかったです︒文部省が一人で張り切ってね︒

るという話をつけられた︒奥野さんは︑話が分かる︑いい人でした︒

西田

ユネスコなんかへいって推進をやっているのはこちらがやっている

ただ︑そういう趣旨でつくった国連大学がその後どうなったかと

いうのは︑天城さんやなんかのあれ︹オーラル・ヒストリー︺でも

わけですからね︒

伊藤

出ているように︑最初は武者小路︹公秀︺さんとか人を集めてきて︑

文部省のなかだって︑西田先生だけがやっていたわけではな

いでしょう︒

外務省の不熱心と︑もう一つ困りましたのは︑大臣がちょうど奥

しまいましたね︒今︑当初の目的のような形で︑世界的な学者を集

燃えていただけで︑あと人がかわったらスーツと静かにおさまって

は筑波の敷地まで見にいきました︒だけれども︑これも私が勝手に

加藤一郎さんも理事に出そうと思って︑ちょうどあの人が網膜剥離

野︹誠亮︺さんになったときでした︒奥野さんは自治省から来られ

めて根本問題をやるというような動き方をしていないのでしょう︒

で入院されたときでした︒私は病院のベッドの横まで頼みにいった

た人です︒あの人は自治省の財政局長をやった人で︑﹁日本にこん

存在感が全然ないという感じですね︒

文部省はその当時から大いにやれといわれていましたね︒ユ

なに大学がたくさんあるのに︑こんな金を出してまたやる必要があ

伊藤

B本の大学に影響与えるということは何もないんでしょう︒

西圏

るのか﹂と率直にいわれましたから︑﹁それは大臣がおっしゃるの

西田

何もないですね︒

ネスコ国内委員会というのがあるのですから︒第一義的にはユネス

は違います︒私は大学局で一〇年間大学のことをやっていて︑日本

伊藤

ねえ︑情けないなあ︒

ことがありました︒加藤さんは感銘してくれたのですが︒その頃は︑

中の大学は︑文部省が︑﹃ああしたほうがいい︑こうしたらいい﹄

西田

どういうことになつちゃっているのかなあと思いますけれど

コでまず議論するというのですから︑こちらが熱心にならざるをえ

と幾らいってみたって︑大学側の人は︑﹃文部省が余計なことをい

伊藤

一種の国際機関ですよね︒

事務所をどこに置くかとか︑最初は筑波に置こうとしたんです︒私

うな﹄と︑なかなかいうこと聞いてくれません︒私は︑国連大学と

も︑

ないわけです︒

いうものが一億ドルでできて動き出したら︑これが今のユネスコの
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西田

ええ︑唯一の日本にある国連機関ですからね︒

ネスコへ外国人のお偉方が来る︒それを︑事柄が高等教育だという

それで私は︑文部省自体を国際化しなければだめだと︒そのため

ので文部省の大学局へ連れていったら︑誰も相手をする人がいない

リへいってユネスコの会議に墨ると︑パリに文部省から派遣されて

には︑なまじこんな語学専門の事務局があることは間違いなんだか

最後のところの︑私の退官とユネスコ国内委事務局の解散という

いる職員がアタッシェや何かで大使館におるのですが︑そういう人

ら︑これを解散して︑文部省のなかへそれらの人材を全部入れちゃ

わけです︒﹁勘弁してくれ﹂といって︒文部省自身が国際的なこと

がみんな集まってきて︑奥さん連れで︑ブローニュの森なんかで焼

えと︒ちょうどそのときに︑大学学術局だったでしょう︒それを学

のは︑このユネスコ国内委員会で国連大学が通って︑ちょうど三年

き亀虫をやったり︑とても歓迎してくれるんです︒ずいぶんもてる

術を切り離そうとしていたわけです︒局を増やすのはいけない︑何

に対して自分で対応しようとしていない︒ユネスコ国内委員会は横

なあと思ったら︑だんだん話を聞いてみますと︑国際関係のできる

かを減らせと大蔵省がいうから︑じゃあ︑ユネスコを減らしましょ

目に私はやめることになりました︒そのときにやった一番大きな変

人間というのはユネスコ国内委員会からも外国のどこかヘアタッシェ

うと︒そして︑学術国際局という局をつくったわけです︒そこヘユ

文字を扱っているだけで︑中身は分からない︒これではだめだ︒

でいきますね︒そのときに︑その人たちが外国へいって仕事をして

ネスコの事務局におった連中をみんな入れて︑そして︑ユネスコ国

革は︑私はユネスコの事務総長で三隼間やっておりまして︑私がパ

いるということを文部省の人事課は俺のところの人事だと思ってな

の人事課が見るわけです︒そうすると︑外国いっているやつもこっ

内委員会事務局という独立のものはなくなって︑文部省の学術国際

出向だと︒

ちへ帰ってこられる︒本籍地がそこになる︒今度は︑外国のお客さ

いんですよ︒あれはユネスコの国際関係で︑あれは特別職みたいな
小池

うん︒だから︑そういった人たちが︑私がいった機会に︑

局のなかに飲み込ませたわけです︒そうすると︑それは当然文部省

西田

んを全部文部省の中が直に受け止めるというようにしょうとした︒

ものだと思っているんですね︒

﹁西田さん︑私らはこういう仕事をしているんだ︒何とか私らの将

いましたら︑それこそ皆語学ができる人だから︑外国から来た文献

もう一つは︑ユネスコ国内委員会事務局のやっている仕事を見て

鷺というのは文部省の会計課長にまでなりました︒どんどんその後

にアタッシェでおった連中が翌年配置替えで帰ってきて︑植木︹浩︺

私は悪いことをしなかった︒そのおかげで︑あのときパリの大使館

だから︑私は退官とともに︑文部省の別館のところで︑国内委員会

とか︑日本からの文献を外国に出す︒縦のものを横に直しているだ

いろんなところへ︑各局の課長︑課長補佐に︑国際関係の人が入っ

来のことも考えてくださいよ﹂という感じなんです︒それがだんだ

けなんだね︒横のものを縦に直したり︑要するに翻訳業なんです︒

ていくわけです︒そうすると︑外国人が来ても怖がらないようにな

の事務局の全員を集めて解散の辞をやったわけです︒それだけは︑

その翻訳したものを文部省に渡して︑文部省で答えが出てきたらま

りました︵笑︶︒最後の解散のことをやりましたけれども︑あとは

ん分かりまして︑そのことが一つ︒

た横に直して︑その取次業なんですね︒ユネスコ国内委員会事務局

国内委員会で文化祭の芝居をやって褒美を三回もらったというだけ︒

ということで︑私の本Bの予定はおわりです︒

に何十人おるのに︑教育・学術・文化の中身が何も分かっていない︒

中身が分からないで︑ただ取り次ぎをやっている︒逆に︑今度はユ
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伊藤
か︒

ちょうど時間ですが︒この退官というのは︑これは年齢です

木更津高専はさらにその先ですか︒

学のことばかりやります︒それは次回のお話になりますから︒
伊藤

﹁きみ︑あとがっかえるんだ︒やっぱり何とかしてくれ﹂﹁分かりま

ときに村山さんからいわれて︑﹁六〇まで無理ですか﹂といったら︑

ないと︑なかなか納得しないですよね︒みんな欲があるから︒その

ですよね︒﹁俺もやめるから︑きみも死んでくれ﹂という︒そうで

抱え込んで壇ノ浦で海に飛び込む︵笑︶︒考えてみれば悲壮なもの

最後に次官というのは平知盛だというのです︒やめさせる人の首を

のですが︑文部次濁の最大の仕事というのは局長クラスの人事で︑

ども︑きみもいっしょにやめてくれ﹂と︒私は前々から聞いていた

さんでして︑﹁西聖君︑すまんけれども︑俺も今度やめるのだけれ

〇歳までおいてくれると思ったら︑五七歳で肩たたき︒次官が村出

すね︒これは将来性があると思うのですが︑また当てが外れて国連

のです︒いま文部省もときどき放送大学の広告の紙が下がっていま

西田

きれば木更津高専までいくと︒

伊藤

で仕事させていただいたのはありがたいですよね︒

たのと︑短大ですね︒これでおしまいです︒しかし︑七〇過ぎるま

専へいってくれと︒それからあとは︑高専とか︑フィリピンへいっ

大学がやっとできるということが決まったときに︑今度は木更津高

ときはほとんどノイローゼみたいになりかけました︒五年陰に放送

一番辛いときでしたね︒ちっとも大学のかたちができないで︑あの

ええ︑それから五年間放送大学のことをやって︒このときは

した﹂﹁しかし︑やめてもすぐはあれだから︑日本育英会へいって

大学と同じようにならないかと心配しています︒放送大学は︑私は

西田

くれ﹂といわれたんです︒﹁それはお断りします︒私は一〇年聞監

将来のためになると思うのですが︒次回は︑放送大学のこと︑それ

ちょうどこのときは昭和四十九年で私が五七歳です︒私は六

督していたので︑私がそんなところにいったらあとの学生課長が仕

から木更津高専︒最後に︑短大のことが少しと︑私が文部省︑高専︑

西田

事できませんから︑よします﹂といったら︑﹁それなら勝手にして

短大とずっと一貫してやりました入試問題の自分なりの追跡研究の
伊藤

ありがとうございます︒

こと︑それで締めくくりにしたいと思います︒あと二回︒

次騒は放送大学︒これも私は自分なりに情熱を傾けてやった

分かりました︒では次回︑放送大学のお話から始まって︑で

くれ﹂というわけです︒半年間何もなくて︑本当にきれいな退官で
す︒

それから六ヵ月たって︑暮れに︑西田君が遊んでいるのではかわ

る﹂と︒いや︑本籍はやはりどこかほかのところでないと科学窟に

くれ﹂というので︑﹁身分はしといったら︑﹁文部省科学官に採用す

とがいろいろ揉めているから︑後始末と設立準備のことを手伝って

なんかも木田さんはずっと︒

所澤

が︑ほとんど初中関係だけでしょう︒

西鐵

ちょっと見てください︑やっぱり︒

︹日程相談︺

はなれません︒月給が出ないですから︑東京工業大学教授というこ

観藤

木田さんが放送大学をやった？

いそうだからというので︑岩間さんのときに︑﹁いま放送大学のこ

とです︒工業大学の事務局長と話をしたのでしょう︒そしたら︑向

西田

ええ︒

木田さんのあれ︹オーラル・ヒストリー︺全然見ていません

こうの教授会に全然かからないで︑﹁東京工業大学教授﹂という名

所澤

いやいや︑そんなことはないですよ︒大学関係も︑放送大学

前をもらって︒文部省の科学官室へいって︑それから五年間放送大
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所澤

伊藤

ああ︑放送大学の？

法案が通らなくて︑無念の次官退官だったと︒

いや︑いろいろ話されましたよ︒

かなり大胆なことを︒非常に重大な発言を今︵笑︶︒

なことはないでしょう﹂と︑アイスキャンディーだといったんです︒

たか︑それを確かめるのが放送大学です︒おたくの教養番組はそん

にならなければならない︒最後にそれがどこまで血となり肉となっ

いって︑それでおしまいです︒うちはそうじやないんだ︒腹の足し

西田
伊藤

今のお話と木田先生のお話と比較してみると︑その時代の表

西田 工一︵笑︶︒

やられたんです︒放送大学ができないものだから︑放送教育開発セ

所澤

所澤

西田

所澤

伊藤

放送大学の話は︑昭和三十年代に︑まず各大学に電波を割り

ふうん︑そうですが︒木田さんが放送大学をやったかなあ︒

その話は詳しく出ました︒

確かその話でしたね︒

西田

けれども︒

伊藤

西田

そうですね︒ちょっとごらんいただけるとありがたいのです

それなら少し木田さんのも見ておかないといかんね︒

と裏が出てくるような感じですね︒

あのときは佐野︹文一郎︺さんが主に

ンターというのをつくってね︒

当てて︑それぞれ大学に放送局を開設するというプランから出てき

ことよりも︑この前申しあげたように︑そのことの基礎的な勉強の

西田

そうです︑ちょっとその前の話から始まっているんです︒で

それは私がやったときよりも︑ちょっと世代が違いますな︒

人間が目から何を学び︑耳から何を学ぶということですね︒テレビ

ところがら︑いろいろ教育に関するいろんな問題︒前に申しあげた︑

木田さんは格好いいことをいったかな︒だけど︑私はそんな

まずから︑ずいぶん詳しいです︒

伊藤

とラジオの違い︒そのメディアの違いが教育にどういう効果を持つ

化を与えるというので︑俳句の勉強で︑人間の教育効果というのは

すから︑ちょっとお目通しいただければと思います︒いろんなこと
西田

どういう内容のものがあって︑どういう効果がある︒ま︑そんなこ

のかという︑そういう根本問題を非常に考えて⁝⁝︒それから︑感

HKです︒放送大学ができたらNHKの教養番組がつぶれるのでは

とが大変自分なりによかったのですけれども︒では︑次回にまた話

をやっておられますよね︒

ないかと︒

します︒

私が放送大学をやろうとしたときには︑一番心配したのはN

所澤木田先生の話だと︑そのときにNHKの内容が変わって︑非

私はNRKの最高の上層幹部数名に赤坂の料亭に呼ばれまし

常にNHKの教育放送の水準が高くなったというお話だったと思い
ます︒

西田

て︑﹁放送大学の構想と︑これと︑どういうふうに両立するのか﹂

といわれました︒私は︑﹁そんなものは心配ないですよ︒あなたの
ほうの教養番組というのを私どももぼつぼつ拝見していますが︑お
たくの教養番組というのは私らからいえばアイスキャンディーみた
いなものですね︒口当たりがよくて︑あとは︑﹁おいしかった﹂と
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口述説明メモ（1）
西田

亀久夫

1．中教審第24特委関係
［諮剛

当面する大学教育の課題に対応するための方策について（昭和

43年11月18日差
［検討課題l

L教育課程の充案とその効果的な実施について
2．大学における意思決定とその執行について

☆3．学園における学生の地位について
捻4．収拾困難な学園紛争の終結に関する措置について

［答申］（昭和44年4月30日）

第1

大学紛争の要因とこの答申の課題
1．大学紛争の根底にあるさまざまな要因

p−1

61

現代の先進国に特有な性格⇒現体制への不信、豊かな社会の精神的
空白、高度技術化社会の人間疎外
a）世代間の価値観の相違と対立⇒マスメディアによる刺激と暗示、
大学の膨張と都市生活の孤独、集団への帰属意識と充葛藤
b）我が国の戦後社会の特質⇒伝統的権威の崩壊、権利意識の高揚、
イデオロギーの対立と過慶の政治意識、膏少年訓育への成人の自信
喪失と過保護、青少年の自己主張と自己統御力の不足
。）教育界の思想的混乱、受験体制による歪み、高等教育の膨張と内

容改善の遅れ

2．大学の特異な構造に由来する混乱の原因

p−1

63

a）大学の多元性⇒管理者・教員・職員・学生
b）大学の多面性⇒ ①公共的管理下の社会的機関、②自由な学術研
究の場、③師弟と学友の教育的な人間閲係の場
この多元性と多面性を無視した一一面的な大学運営の実施や、所属集団
の無制限な権利・自由の主張が混乱を引き起こす。

3．新しい大学のあり方と大学制度の基本的課題

p−1

64

a）高等教育機関の類別化、教育内容の多様化、組織・編成・規模の

適正化
ア
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b）公費負担の教育費の拡充、公的な調整による計画的整備・充実
。） 自治に伴う二二を負担し、教育・研究の効率化を自律的に行う新

しい大学の形態の検討
d）大学の閉鎖性を打破する教員の選考方法・任用期聞・身分保障と
大学教員にふさわしい待遇の検討

4．この答申の課題

p−1

65

将来の根本的な改革の基礎作りとして、当面の事態に対応するため、
次の問題点に対応する方策を検討した。

a）大学組織の複雑・巨大化に対する管理運営機能の改善
b）学生の大学における地位と役割の考え方を明確にすること
c）紛争が収拾困難な時の大学と政府のとるべき特別措置の方針

第2．大学問題の解決について関係者に期待するもの
1．大学教員のあり方
2．大学管理者の役割と責任
3．政府の任務
第3

大学における意思決定とその執行

［剛
p−1

66

p−1

67

p−1

68

［賂］

1．大学の中枢的な管理機関における指導性の確立
2．大学管理機関の機能的な役割分担の徹底

3．意思決定手続の合理化
4．全学的な協調の確保
5．その他の必要な改善方策
第4．大学における学生の地位と役割
1．学生の地位についての考え方

p−1

69

p−1

7e

p−1

71

p−1

71

p−1

P−1

72

74

学生の地位は、次の諸側面から総合的に考えられるべきである。
a）学生の地位は、入学を許可されて生ずるものであり、在学期間、

教育を受け施設を利用する権利とともに、大学の規律に従う義務
を負う
b）学生は、学問を学ぶ者として大学の教育計画と指導に従うべきも
のであるが、その自主的な学習態度を尊重して、学生の意見を取
り入れる配慮が必要である
c）学園生活は、自律性の二二と学生相互の啓発による豊かな体験の

2

327

場であり、自主的に規律ある活動を営むことが期待され、大学は
そのための環境を整備し、必要な助雷と指導を与える費任がある

2．学内学生団体と学生自治会

p−175

大学は、教育指導上の費任から、次のような措置をとる必要がある
a）一一SC団体は、任意加入制を前提とし、施設利用の特権を認める公
認には、臨的・組織・経理等についての必要条件を定め、その運
営についても必要な指導を与える
b）全学生の自動加入綱の学生自治会を認める時は、会議の定足数、
議事手続等を規定に明記させ、その活動が大学の存立鼠的に反し
たり、学生個人の基本的自由を拘束したりしないよう条件を付
し、これに反した時は公認を取り消すものとする

3．学生の政治的活動と大学の秩序維持

p一唾77

｛1）学生は、個人としては政治活動の自由を持っているが、学園におい

ては、その秩序を維持するため、次のような制約がある

a）学問の教授・研究に必要な自由で寛容な知的雰囲気を乱すよう
な政治的宣伝の場として利用されてはならない
b）大学の施設を政治的活動の拠点として乱用してはならない
c）学園外でも大学公認団体の名において不法な活動は許されない
（2｝学園が、暴力的な政治活動に利用される弊害を除くため、次のよ

うな措置を採る必要がある

a）学生団体の公認の基準に違反したものの公認を取り消す
b）学生の授業出席妨害や授業放棄の決議を行うことの不法追求
c）大学だけで秩序回復ができない不法行為の排除は警察力に

4．学生に対する処分制度

p−179

｛1）これまでの秩序違反の処分の問題点

a）処分対象の範囲が不明確、警告指導が不十分で、処分の意図が
分かりにくい
b）処分の採り上げ方や処分の墓準がまちまちであったり、審査が
公平でなかったりして、学生の信頼を失う
c）処分の教畜的意義を誤解して寛大に過ぎたり、学生の反発を恐
れて不問に付したるする
｛2）政治的酒動に伴う秩序違反についての配慮

3
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a）処分の目的はs大学の秩序と機能を守ることであって、その行
為の目的や動機ではないことを、客観化された形で、明確に公

示すること
b）事前に警告指導し、限度を越えて違反を繰り返す者は、学生の
資格を欠く者として、大学を去るのが当然という考えを学内に
徹底すること

5．いわゆる「学生参加」の意義と限界
a）学生参加の意義・一一一学生の希望や意見を大学の意思形成の過程

に取り入れる恒常的な体制を作り、全学的な意思疎通の道を開
くとともに、参加の体験を通じて学生の社会的成熟を助長する
b）

学生参加の領域と限界一一一学生の課外階下・福利厚生事業・就

学環境の整備・教育計画と授業の改着などは有効

しかし、教職員の人事・学業成績の評価・学校財政・学長学部
長選考の信任投票などは不適当

c）学生参加の形態と条件一一意見調査・公聴会・大学の意思決定
機関からの諮問に答申する審議機関への学生の代表参加

第5．当面する大学紛争の終結に関する大学と政府の寳任
1．大学においてとるべき措置
教育と研究を目的とする大学は、組織的・計画的な秩序破壊の運動

に対抗する体制を備えていない。そのような事態に魁処するには、
大学の意思決定とその執行の権限を、臨時的に、適当な大学管理者
に集中する必要がある。

2，政府においてとるべき措置
a）大学のとるべき措置について勧告すること
b）公正な世論を反映させる権威ある第三者機関を設け、大学管理
者が施設を保全し、妨害を排除して教育・研究の再開に専念す
るため、大学の設置春が6ヶ月以内の期間休校または一階閉鎖で
きるようにすること

c）政府は、大学の自治能力の回復にあらゆる指導と援助を与える
費任がある。しかも、不幸にして大学の存在理由が失われるに
至ると認められる時は、第三者機関の意見を聞いて、巖終的な
処理のために必要な適切な措置を講ずべきである。

4

329

2．中教審46答申が提起した未解決の重要課題
1．新しい時代の社会環境の挑戦に対応して、

「生涯教育」の観点

から、全教育体系を再検討すること
2．将来の学制改革の基礎となる新しい学校体系の開発を目的とす

る先導的試行に着手すること
3．教育改革の推進と教育の質的水準の向上のため、関連学問分野

領域の連携のもと、教育者・研究者・行政担当者の協力による
研究開発推進体制を確立すること
4．教員が意欲と使命感をもって生き生きとした活動を展開するよ
う、教員の職制・給与・処遇を改善すること
5．高等教育の改革と整備充実に関する国の基本計画を策定し、そ

の計画的な実施を推進する行政体制を整備すること
6．国・公立大学の現行の設置形態が大学の自律性と自己責任によ
る運営を妨げていることに留意し、制度的な改革を行うこと
7．私学助成政策を抜本的に再検討すること
8．大学入学者選抜制度は、広義の教育制度と見るべきものであ
り、個々の学校の任意裁量に任すべきものではなく、その公共

性を重視した妥当な制度的な改革を実現すること
9．予測計量に基づく国の「長期教育計画」を策定し、この答申が

提案する基本的施策の的確な推進を図ること
10．この答申の実現を図るため、内閣に対して直接助言すること
ができる社会各層の代表者を網羅した「国民教育会議」を設置

5
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すること（注記：都合により、正式答申からは除外）
［46答申後の文部省首脳の人事異動］（☆答申提出S4

1）
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3．R本ユネスコ国内委事務総長時代
［S46−6−Z2
1．

・v

49−6−15］

ユネスコ主催のアフリカ諸国見学旅行（S47／2／16〜24）
カメルーン・ザイール・ケニア

2．世界成人教育会議（s47／7／18〜28）

3．ユネスコ総会出席（S47／le／17〜11／21）

4．

「国連大学」の創設準備（S47〜48）
｛1｝その必要性について

のウタント事務総長の提唱（1969）…国のわくを越えたアカデミック
な機能を果たす「国際大学j

b）先進国からの批判…大学は本来超国家的で学生・教員も国際的
開発途上国の反論一一先進国の国際教育は文化的植民地化
ユネスコ執行委員会t一一一既存の国連機関と実複、ユネスコでやれる

これに対する反論…

政府からの訓令なき大学

の必要

c）次第に収敏した目的…国連の臼的達成に寄与する世界的な課題の

6
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学際的探求のため、世界の学問的英知の結集に触媒的機能を果たす
ことと、その成果の普及のための大学院レベルの研修を行うこと
（2）財源問題について

a）先進国の立場…国連自体の財政難と分担金増額への強い反飼感
b）開発途上国の立場…先進国に偏在する開発技術と人栃養成の再編
c）結末…財源は加盟国の自発的拠出金とし、義務的負担としない
｛3｝臼本の特異な立場について

の創設決定までの5年間終始一貫して熱意を表明した唯一の先進国一
…システムとしての大学の機構、異質文化の研究などの提案、自

発的拠出金による「基金構想」への真っ先の拠出約束、国連・ユネ
スコの会議における積極的な決議案の提出
b）広範な国民的関心の高揚した理由一一①日本国憲法に理想主義を
掲げても、国際政治の現巽はパワーポリティクスであり、国連の
場でも常に敗戦後の無：力感を味わってきたこと

②我が国の地理的条件から、戦後、東西の対立、南北の格差
の緊張の渦中にあり、しかも国際的連帯を離れて我が国の将来の繁
栄はないことを実感してきたこと

③オリンピック・万博の経験から、国際的に評価される仕事
に自信を持てるようになったこと
（4）臼本政府部内での手続について
α）1億ドル拠出金の確保

b）国連大学設立準備会

5．退嘗とユネス認国内委事務局の解散（S49／6／15）

7
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第鯛回

日時：2003年5月13圏
14：05・vi6：10
於

：政策研究院政策研究プasジェクトセンター

〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

小池聖一（広島大学助教授）

所澤

潤（群馬大学教授）

村上浩昭（東京都立大学助手）

垂覇2003年5月13臼
芒脚

樹海舛を視察するーケニア・アメリカ・イギリス

ところですね︒つまり︑大衆情報社会の深化︑生活環境への適癒︑

個人的自由の拡大︑人間疎外条件が拡大してくる︒それがひいては︑

下の⑪⑫⑬というのは︑生き残っていくために自主的活動の能力を

中教審のおしまいのときのことと関連のあるもので︑私が忘れてい

西田

が要る︒主体的な判断基準というものを持たなければならない︒欲

要が起きてくる︒そのことから︑生産性を上げるための資質の向上

う形で必要が出てきて︑それが下の矢印で︑こういう形の教育の需

得たい︒生活充実の方策を追求する︑人問的統合の回復と︒こうい

たちょっと珍しい資料があったものですから︑それをご紹介します︒

求充足の対象を求めようとする︒生活目標の発見︑創造性の能力と

放送大学のことの前に︑資料をいろいろ見ておりましたら︑

これ︹図版﹁経済・社会発展と教育需要﹂参照︺をどうぞ︑︹お一

か︑社会的実践能力︑この⑭から⑳ですね︒こういう形でこれが教

育需要の増大としてあらわれてくる︒したがって︑これからのちの

人一枚ずつで︺五枚あります︒

これは︑右肩にBにちが書いてありますように︑四六答申を出し

やはり縦横に非常に関連性をもって教育のなかに要求を突きつけて

教育には︑好むと好まざるとにかかわらずこういうものが全部絡み

団連のB本生産性本部で︑中教審を背景にした教育問題の話をして

くるのだというようなことを説明したわけです︒これを持ってきま

た年︹昭和四十六年︺の十二月ですね︒ですから︑私が官房審議官

くれと言われて︑そのときに話をしている︒それがちょうど十二月

したのは︑それから三〇年たって今の時代でこれを書いてみても︑

をやめてユネスコに移っていたときです︒この資料を何のときにど

十四日です︒それから数日して︑箱根で自民党の文教部会と政調会

あんまり変わらない︒ほとんど現代の教育が直面している問題にそ

らに︑情報化システムの発達とか︑大衆情報社会の深化︑これらが

の集まりがあって︑そこでやはり中教審のバックグランドの説明と

のままあてはまる部分がたくさんあるだろうと︒違うところは︑東

合って教育のなかに要求されてくるのだと︒その右側︑左側にはさ

いう形で報告にいったわけです︒そのときのもので︑このあいだの

西の世界的な政治形態が︑アメリカのパワ⁝というものがひとつ伸

ういう演的でつくったかと手帳を見てみたら︑ちょうどこの日に経

中教審の繰り返しみたいなものですが︑簡単に申しあげます︒

といって︑国際的連帯が深まっていく︒そうすると貿易の自由化が

かという関連性を一番上に︑①②③と書いてあります︒世界の情勢

てはこういうものがその当時と今とほとんど変わらなくあるのでは

こりつつあるというようなことが出ておりまずけれども︑大勢とし

て︑しかも︑いま目先のところでは新しい経済不況というものが起

びてきたとか︑あるいは︑ソ連とアメリカのそれが解消してしまっ

おこり︑それによる経済成長︒真ん申に︑文化の交流が国際的に起

ないかという感じがしました︒

世の中がいろいろ移り変わって教育に対する需要がどう変化する

こる︒そうすると非常に流動的な大衆社会ができる︒平和共存とい
こういうものがどういう内容としてそこにあらわれてくるかという

問としては侮だったのでしょう︒教育社会学でもなければ何なので

な立場で相関関係を見たという格好ですけれども︑こういうのは学

私が中教審の答申のなかに出てきたことを姶って︑自分の主観的
のが書いてあります︒それらが今度は人間の生活にどういうインパ

すか︒要するに︑これは素人の思いつきみたいなものなのですけれ

う目標のもとに︑政治的イデオロギーの自由化が起こる︒その下に︑

クトを与えているかというのは︑その下の︑⑥⑦⑧⑨と書いてある
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ないかということで思いついたものですから︒まあ︑ご参考のため

育のあり方を考える場合に︑やはりこういうような発想も必要じゃ

うのは︑非常にミクロ的な問題と違って︑世の中全体の動きから教

ども︑教育の問題を考えるときに︑いま当面の学校教育の問題とい

俸藤

とでお引き受けしたわけです︒

としか知っておりませんでしたが︑やりがいがありそうだというこ

放送大学をやってくれよ﹂ということで︑私は放送大学自体は漠然

今度は岩間︹英太郎︺さんが次官になられて︑﹁西田君︑ひとつ

か︒

れたというのですが︑そもそも放送大学はどんな段階だったのです

この前のときに︑放送大学がうまくいかないからやれと言わ

にひとつごらんにいれておきます︒

きょうの主題の︑第二回目の口述メモです︒きょうは放送大学の
ことと︑そのあとの木更津高専のことまで︒木更津高専は最後の二

準備段階というところで︒つまり木田︹宏︺さんのところがら始ま

それはその下の⑧に書いてあります︒﹁放送大学﹂に関する

最初に︑放送大学の創設準備ということが私が文部省を一応退官

るわけですね︒そのステップがあるのですが︑私は前段のそこまで

西田

して最初に直面した問題になるわけですが︒四十九年十一月一臼か

のことは知らなかったわけです︒いきなり放送大学というのは面白

枚くらいです︒

ら五十四年六月までと書いてあります︒四十九年六月号ユネスコを

最初に科学官になったときにすぐやらされたことは︑入ってすぐ

そうだからというのでやりがいがあると思ったのですが︑それはそ

て︑完全な浪人をやったわけです︒今度は予備役召集みたいな格好

その年の二月越らケニヤへ教育視察団でいってくれと︒五人ほど連

やめて︑それから︑﹁育英会に行くか﹂というのをお断りしたもの

で改めて文部省に呼び出されて︑当面の任務は︑放送大学の問題が

れて︒これは〜ICA︵国際協力事業団︶のほうがアフリカのそう

の㈲で申しあげます︒

長年問題になっているけれどもなかなか具体化しないから︑その促

いう国に技術援助するということで︑教育についてどういうプログ

だから︑勝手にしろと言われて︑六ヵ月間いわゆるブランクになっ

進をやってくれと︒身分としては文部省科学官で︑東京工業大学教

このときの大学局長は佐野さんでしたかな︒﹁西田君︑やってくれ︺

ラムを組んだらいいかということを文部省で調べてくれというので︑

この六ヵ月間に︑私としては生まれて初めて自分の家を買いまし

というのでいったわけで︑これはあくまでそのときだけの短編読み

授という︒これは月給をもらうための肩書きです︒

た︒それまではずっと官舎ばかりです︒このときにしみじみ感じま

きりのケニヤ視察︒大変珍しいところを見せてもらったのですが︑

その次に本来の任務の放送大学に関連したことが︑翌年の五十年

したのは︑まったく私的なことですが︑兵隊の時代から三十何年公

ば︒それもどの辺で買えるかというのは︑初めは下高井戸の辺とか

五月から六月にかけて︑アメリカとイギリスの放送大学関係のこと

そのことで帰ってきてレポートを出した︒それが後でどういう実を

とやっていたら︑ここもだめだ︑だめだと︑結局八王子までいっちゃっ

を視察するというので派遣されたわけです︒最初にロンドンにいっ

務員を勤めて︑そのときにもらう退職金を全部はたいても︑やっと

た︒公務員の給料というのはそんなものですね︒そのときに家を買っ

て︑イギリスの文部省で︑向こうであの当時有名なオープン・ユニ

結んだかというのは知りません︒

て︑官舎からそこへ宿替えをして︑いった団地の町内会長を六ヵ月

バ⁝シティーというのがスタートしておりましたので︑文部省の人

家を買うための頭金だけ出てくる︒それ以外は全部借金じゃなけれ

間やっておりました︒
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カウンシルが非常によく世話をして下さった︒そこの紹介でオープ

話を聞きました︒イギリスの視察は︑日本にありますブリティッシュ・

なったというだけのことだ︒何も教育学上の問題ではないしという

か﹂といったら︑﹁いや︑子どもがお母さんから離れられる年頃に

では六歳で始められた理由は何だ︒学問的にどういう根拠があるの

官というものがメディアとしてどういう働きをしているのか︒そう

ラジオ︑目と耳でいろいろなことを学ぶと︑そういう人聞の感覚器

験番組などを見ていていつも感じていた︑﹁一体人間が︑テレビや

かかって︒このときにはむしろ︑私はその前に国内で放送大学の実

ろへいって︑有名な大学ですから︑そこの教育学部長さんにお目に

最後にサンフランシスコにいって︑スタンフォード大学というとこ

はい︒まあ︑ネブラスカ州なんていうのはまさに僻地ですか

ン・ユニバーシティ⁝︑これはロンドンのずつど郊外のところにあ

いうものが学問的に分かっているのか﹂と言ったら︑この人は︑

西田

るのですが︑そこを訪ねていきました︒そのあと︑ケンブリッジ大

﹁そんなのが分かったら︑わしらのほうが教えてほしいくらいだ﹂

からいろいろ教育一般論のことを聞きました︒このときに︑私は︑

学の教育学部を︒ケンブリッジ︑オックスフォードも有名ですから︑

といわれました︒何も分かっていないと︒これだけのところを正味

ら︑そういうところでそこの人が大変熱心にやっている状況でした︒

ケンブリッジでもこういう通信教育の問題をどう考えているかとい

半月くらいで周つたわけです︒

﹁世界の義務教育はほとんど満六歳から始まっているが︑イギリス

うことを︒

通信というのは放送ですか︒

放送というものは︑放送を出すのにタイムスケジュールがあるわけ

﹇主な知見﹈と書いてあります︒いって一番分かりましたのは︑

伊藤

放送大学はオープン・ユニバーシティーですから︑ああいう

レビの前へ座らなければならん︒その人に無理やりに勉強するとい

西照

イギリスに一週間ぐらいおって︑そこから飛行機でシカゴへ飛ん

うリズムをつけるのが放送の昌的で︑そこが通信教育と違うところ

です︒何曜礒の何時からはこの番組だ︒そのスケジュールがあるも

で︑シカゴのTVカレッジというのがあって︑そこをさっと見て︒

だと︒書物で勉強するというのはいつでもできるけれども︑実はな

伝統的な大学がどういう見方をしているか︑それとの連携がどうなっ

これは︑私はあまりよく覚えておりません︒一番印象に残っている

かなかやらない︒いやでも応でもそこへ座らせて時間通りにやらせ

のだから︑勉強をしたくてもしたくなくても︑いやでも学習者はテ

のは︑ネブラスカ州というのがアメリカの中部にある︒そこのリン

るという点では学校教育と同じなのだと︒一つの教育スケジュール

ているのかを聞こうとしたわけです︒

カーンという首都に︑ユニバーシティー・オブ・ミッドアメリカと

る︒一方において︑通信と同じような教材を送り︑テキストで勉強

の強綱作用ですね︒放送というものをそういう形で我々は考えてい

これは放送大学ですか︒

いう︑中央アメリカ大学なんていう名前の放送大学があった︒
伊藤

させていくけれども︑その勉強をいやでもやらせるようにテンポを

決めていくのが放送なんだ︒だから︑教材を与えるということだけ

ええ︑初めて向こうへいってから知りました︒
その電波はどのくらいをカバーしているのですか︒

西田
﹂伊藤

だったら必ずしも放送が不可欠ではないし︑オールマイティーでは
中部というところがら︑あの広いアメリカですから︑あの近

西田

かというのは︑結果を見るまでは分からない︒そのリズムを与える

ない︒しかし︑これがなかったら︑勉強しているのかしていないの
いってない︒

傍の州でしょうね︒東部︑西部まではとてもいっていません︒
槻藤
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というのが放送の取り柄だということをしきりに︒私はこれが非常

だって︑新聞にちゃんとスケジュールが載っていますね︒いやでも︑

ことです︒そのことが一つ︒したがって︑今度は教えようとする中

それを見て︑﹁俺の聞くのはこれだ﹂というのでやればいいという

これは映像なのでしょう︒

身の教材の提示というものは︑やはり印尉物ということは不可欠だ

に印象的でした︒

伊藤
テレビもラジオも両方あります︒

；誉目の︑学習を深めていく︒新しいことを聞いたというだけで

西田

いや︑個人がビデオでとつちゃえば︑いつやってもいいと︒

はなくて︑それが漁となり肉となるような学習とするためには︑ス

と︒テレビの画面に映したり︑耳で聞いたりして︑さっとそのとき

伊藤

そうなったら︑結局︑本を読むのと同じになつちゃいます︒

だけど︑ビデオなんかを使えるようになると︒

西田

クーリングによる面接指導が不可欠だということを向こうのオープ

早藤

怠けようと思ったら際限なくなる︵笑︶︒だから︑むしろその電波

ン・ユニバーシティーの方が言っていました︒これは当然のこと︒

で消えてしまうものだけでは学習教材の提示としては不十分だとい

のスケジュールに併せて︑ここまで勉強しているはずだからとどん

最後に︑さっきスタンフォードで申しあげた︑ラジオ・テレビの︑

これはあくまで補助的な手段として︑電波が届かないところ

どん試験をして︑だめなら落っことすと︑そういう学校教育の強制

視覚・聴覚による教材提示︑これが教育効果にどういう差異がある

西田

的なリーダ⁝シップというのがあるのだということですね︒だから︑

のかということはどこにも研究成果はないということが分かりまし

うことが︑まあ︑あたりまえのことですけれども︑よく分かりまし

広く万人に教育を開放するといったらきれいだけど︑実は無理やり

た︒これはオープン・ユニバーシティーでも専門職がおりましたけ

とか︑あるいは︑自分で自学自習する施設として別にビデオセンター

あるスケジュールに乗せて引っ張っていくという考え方があるわけ

れども︑こういう教材のつくり方について学問的に十分分かってい

た︒

です︒ご承知のとおり︑イギリスの教育制度というのはもともとエ

ないことが多いから︑その研究施設が必要だということを強調して

をつくるということはありまずけれども︒

リート主義で︑きわめて限られた人しか大学教育を受けられない︒

いました︒これが︑あとで放送大学がなかなかできないときに幕張

おったのですが︑まだ学問的に何も研究されていない︒この研究セ

それをオープンにしたという点では︑キャッチフレーズは教育の普

放送の時間帯というのはどうなのですか︒

ンターで︑今後︑放送教育のメディアのつくり方を勉強していけば︑

に﹁放送教育開発センター﹂ができましたね︒あれは佐野さんがず

伊藤

それは放送大学のほうで勝手に決めちゃうわけです︒何曜B

及︑機会均等ということなのですけれども︑メディアとしての教育

西田

それが日本の教育の教材作成の一番基本になるだろうと期待したの

いぶん苦労してやられたのですが︒私どもはあのときに非常に喜ん

の何時からはこれだと︒この勉強をしたい人はその時間にテレビ・

ですが︑放送大学ができて数年たったら︑あれがなくなりましたね︒

放送の意義というのは︑そういうところにあるのだということを言

ラジオの前へ座って聞きなさいという形で︑これは何も妥協の余地

今︑教育のメディアを研究するという形で︑坂元︹昂︺君がいろい

だわけです︒放送大学というものをやるための実験番組をつくって

はないわけです︒学校のほうが決めちゃうわけです︒その決め方自

ろやっていますが︑私どもが期待していたセンターとは変わってき

われて︑私はびっくりしたわけです︒

身は学習者の都合を考えてやるでしょうけれども︒日本の放送大学
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その頃から東工大

ました︒ここまでが最初の五十年六月中頃までの状況です︒

いま坂元先生の名前が出てきたのですが︑

國放送穴学の基本構想
所澤

経験を持っていますから︑読書という学習システムにはいい点と悪

い点がある︒ただ︑一冊の書物をあるときに読んだということで人

生観が変わることもある︒そういう大きなショックを与える効果は

読書にありうるわけですね︒だから︑放送大学でも︑一番根源的な

教育効果を期待することは︑いい教材を採用すれば可能だろうと思

う︒だけど︑読書のほうはそういう意味で自発的な努力というもの

ジッドな強制のシステムとの中間にあって︑放送のある部分は学校

以外にそれをプッシュしていくものがない︒それと︑学校というリ

西田

教育のシステムに似ているけれども︑あと自分で学習したり勉強し

の坂元先生とだいぶ接触があったのですか︒

アの開発途上国の教育の普及ということでいろいろな教育工学的な

たりという意味では読書のシステムと似ているところがあるわけで

坂元さんは︑ユネスコにおりましたときに︑アフリカやアジ

方法を使うという形で︑あの人らはそういうテクノロジ⁝の専門家

通信教育というのはどこに入りますか︒

す︒放送教育システムというのは︑第三の教育システムだという感
伊藤

通信教育は︑放送大学のなかでテレビ・ラジオの電波がない

ですから︑いつも仲間として協力してもらっておりましたから︑前
村上

西田

じがしておりました◎

るという話は︑以前に義務教育の話のときに出てきたと思うのです

というだけのことですね︒だけど︑放送大学をつくったあと︑通信

から知っておりました︒

けれども︑これと放送に関する調査にいらしたこととの関係という

教育の学校も放送大学の電波を利用して︑自分たちの単位習得の一

時間を定めて学習時聞を強制することで学習にリズムを与え

のは ︒

ているのだということは向こうへいって話を闘いて初めて︑﹁あ︑

いうのは当然危機感をもって反対したものですから﹁いや︑協力し

言ったようです︒というのは︑放送大学をつくるときに通信教育と

つの補助的手段として使わせるように協力すると︑文部省のほうは

そうだな﹂と思いました︒だから︑あとで出てまいりますが︑私は

ましょう︒大いに見て下さい︒電波はいつでも出ているのですから︑

放送が学校と同じようにスケジュ⁝ルを強制する機能を持っ

放送大学の教育システムというのは第三の教育システムだと︒一つ

見るのはただです﹂という格好で︒

西湖

は学校制度というもので︑丸々時間割を決めて︑ある施設にみんな

印刷物としてあって︑学習という活動はあくまで自分が自発的にやっ

自分自身が本と対面しながらやっていく︒教材というのは目の前に

いう学習システムがあるわけですね︒これはアドバイザーもいない︑

テム︒反対は︑自分で要る本を買ってきて︑本で読んで勉強すると

特定多数の国民に対する啓蒙的な放送の活用という形で︑後の放送

教育課というのが中心になって放送を通じての社会教育という︑不

放送大学の検討開始があった︒だけど︑この当時の発想は︑視聴覚

昭和二十九年というずいぶん古い段階に︑木田さんの社会教育局で

段階はどうなんだということに戻ります︒私の知っている限りでは︑

そこで︑さっきも書われました幟の︑それまでの放送大学の準備

ていく︒うんとやればうんと偉くなるし︑やらなければ際限なくな

大学のようなものほど具体的にはなっていなかったと思います︒四

を無理やりに集めて︑スケジュールどおりに教えていくというシス

る︒本を山のように積んであるけれどもちっとも学習しないという
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したときに︑それが科学愈愈にビデオテープでどっさり積まれてあ

いう実験をやって︑二︑三〇の番組ができて︒私が放送大学に関与

して︑どういう状況で番組づくりをしたら一番教育効果があるかと

ようという形で実験番組の試験的な制作をやって︑その試験放送を

十六年頃になってから︑四年間︑これを大体大学レベルのものにし

独な︑ちょっとノイローゼになりかかりました︒これの番組のなか

で︑．一人で何十巻とそれを眺めておったのです︒それはなんとも孤

室に入って最初の半年間はやることがないものですから︑暗室の中

のができるという︑それをつかもうとしたわけです︒私は︑科学官

いって︑この手法でやれば大学教育の番組として十分効果のあるも

木田さんのオーラル・ヒストリーを少し拝見しました︒申で︑い

から教育番組のつくり方の結論が出るのかということを考えて見ま

送大学というのは普通の大学と同じように正規の単位を与え︑資格

い番組をつくるとはどういうことだと︒大学の先生が︑俺のやる講

りました︒四十九年︑私が関与する直前に︑放送大学の基本構想と

を与える学校であるべきだとか︑放送と︑学習のためのガイダンス

義を黙って写真に写せと言っていてもだめだと︒それはおっしゃる

したが︑最終的に結論は出ていないと思います︒今の放送大学だっ

であるとか︑指導であるとか︑実習であるとか︑そういうものをう

とおりなんですね︒私どももその後ずっといろいろな実験番組をつ

いうのを審議会が発表しておられます︒木田さんが自分は放送大学

まく組み合わせてやるのだとか︑そういう形で放送大学のごく基本

くりましたけれども︑一番切実に感じましたのは︑名前は忘れまし

て依然として模索状態みたいですね︒とても難しい問題が残ってお

概念が書いてあるだけです︒放送大学はどういうカリキュラムで︑

たがお茶大の栄養学の大先生の栄養学の番組をつくろうとしたとき

をやったと言っておられましたけれども︑この基本構想というもの

どんな中身で︑どれくらいの規模のものをつくるのだということは

です︒プロデューサーはNHKの人でした︒最初にやり方の打ち合

ります︒そういうものを試験的にやっておられた︒

まだ何もなかったわけです︒ですから︑この基本構想が出ていただ

わせをしたんです︒プロデュ；サ⁝が遠慮のない人ですね︒﹁あな

の中身をいろいろ調べてみたら︑その概要が書いてありました︒放

けで︑いつまでたってもそれが具体化するステップが踏まれていな

たの栄養学の講義と︑NHKでやっているお料理番組とどこが違う

のですか︒それから説明して下さい﹂といったら︑その先生は冷や

いので︑それを私にやってくれと言われたのだと思います︒

傷藤

汗を流して︑答えられないのです︒﹁私のは栄養学だ﹂というので︑

そういうことがないのに︑実験番組は既につくっていたわけ

ですか︒

いう演出で番組をやり︑どういう形でカメラを使うか︒その場合に︑

サーの人を頼んできて︑それと学校の先生とタイアップして︑どう

があるかという形で︑主としてNHKやほかの民放からプロデュー

いうことが︑NaKの教養番組とは違ってどういう工夫をする必要

らえないから︒これも一種の強制︒そのことで先生は初めて愕然と

思っていても︑学生はちゃんと聞いて答えを出さないと︑単位をも

ている︒誰からも批評がないのですね︒なんぼ分からない︑変だと

中で自分が一番いいと思うやり方でやっている︒これが最善だと思っ

出のしょうがない﹂というのですね︒つまり︑長年閉鎖的な教室の

﹁それと料理番組とどう違うのか︒それが分からないと私どもは演

スタジオのなかに人を座らせておいてやったほうがいいのか︑後か

したわけです︒確かその番組は︑途中までやって︑やめちゃったの

ええ︑実験番組というのは︑放送で教育的なものを教えると

ら見せても効果があるのか︒そんなようないろんな仮説を設けて番

です︒先生のほうがいやになって︒プロデュ⁝サーも︑どうプロデュi

西田

組をつくっておったわけです︒そういうものをたくさん積み重ねて
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スしていいのか分からない︒お料理番組とは違うのだということは

西困

うのは︑大体いつぐらいの時点ですか︒

て︑その反応を聞いた︒圧倒的に︑唱あの先生は何のつもりであん

的な医学知識の放送をやってもらって︑一般市民の人に聞いてもらっ

わけです︒その先生がやっておられる︑人間の健康保持という一般

もう一つ︑東北大学かどこかの医学部の先生が実験放送をやった

傍藤

どちらからですか︒

坂の料亭で豪勢なご馳走をいただいたのです︒

こでいろんな具体的な調査活動を始めた︒その頃だと思います︒赤

りますね︒それが実際に五十年四月頃から動き出すわけですが︑そ

のステップでω﹁放送大学設立準備調査会﹂の調査活動と書いてあ

これは︑私がやり始めて︑外国視察にいって帰ってきて︑次

おっしゃるのだけど︑何が違うのかということが分からない︒

なことをしゃべっているのだ︒私どもの健康のことと︑どう結びつ

今のような準備段階で︑放送大学の輪郭は︑理念とか広野は漠然

NHKから︒向こうの人は非常に心配しておられるのですけ

と書かれているだけで︑その規模︑内容︑そういったものが何も決

西田

やっている授業というものが︑放送大学でいうところの一般市民の

まっていない段階で︑それを一歩進めるということには︑前から放

くのかさっぱり分からん﹂とやられて︑その先生に言うのも気の毒

学問的常識を高めるということと非常にギャップがある︒これをう

送大学設立準備調査会というのがあったわけです︒この調査会にご

れども︑もちろんべつにつぶれもしませんでした︒

まく演溶していい番組をつくるということをやらないと放送大学の

なくらいがっかりした結果が出ました︒つまり︑大学教授が自分で

意味がない︒しかし︑これは大問題だということを感じて︑ますま

れはそれで今後ともあるのではないですかと︒向こうの人は︑安心

の教養番組というのは︑決してそれを邪魔するものでもないし︑そ

かということを評価して︑そこで良し悪しを見る︒だから︑おたく

西閣

伊藤

西田

樹藤

中教審の審議官みたいなもので︑今度は科学官で来て︑調査

西田先生は︑それの何かなのですか︒

あるわけです︒

この準備調査会というのは前からあるわけですね︒

圏放送穴学設立準備調査会と調査活動

教育需要の予測調査﹂というものをやりだしたわけです︒

関する一般国民の需要をはっきりつかもうと︑﹁放送大学に対する

して六月に実施したのですが︑そこにありますように︑放送大学に

相談をして︑最初にやろうとして手をつけたのが︑四月頃から準備

NHKの教養番組とどういうふうに違うのかということの問

す難しいということばかり感じていました︒

伊藤

これは︑前に申しあげたでしょう︒NHKの幹部が心配して︑

題ですね︒

西田

自分の教育番組がつぶされるのかと︒それは違うと︑私は大変露骨
に︑おたくのはアイスキャンディーだと︒食べておいしければ﹁あ
あ︑うまかったしと︑それでしまいなのですけれども︑放送大学の

したような︑しないような顔をしていましたけれども︒放送大学も︑

会の世話をするからというので︑私が調査会の事務局として︑調査

ほうは︑それがどれだけ血となり肉となって学問的な成果があった

スタートした段階で番組制作にはずいぶんNHK︑民放から人を採

事になったわけです︒

会の方のご意見を聞きながら実務的な作業を進める︒それが私の仕

NHKの方にアイスキャンディーだというお話をされたとい

用してやったのですが︒

所澤
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なかで放送大学の設立の担当者と︑そこの課長か課長補佐の人たち

です︒私が昔官房審議官で自分の部下を持っていたように︑そこの

企画課といっていました︒その大学局の庶務課が事務的なスタッフ

西田

傍藤

部下は︑その当時の大学局の昔の庶務課ですね︒あの当時は

西田先生の部下はいるわけですか︒

こちら︹﹁口述説明メモ︵2︶﹂︺に書いてありますが︑﹃国⇔身90bΦ象p

方をどうするかというのが難しいです︒結局どうしたかといったら︑

委員会の事務局としていろいろ研究したのです︒このテーマの選び

るわけです︒お茶大のあの当時の教授の太田次郎さんらと協力して︑

あげて下さい︺と︒これは︑その他のところを除けると三三項目あ

l＄β鳳＄︵大英百科事典この目次をだんだん煮詰めていって︑

伊藤

西田

伊藤

もちろん︑大学局のなかです︒大学局の昔の庶務課︒企画課

それは文部省のなかにあったわけですか︒

ええ︒

それが事務局ですね︒

あの方は確かNHKの教育テレビが始まったときからかかわってい

所澤

選び方だというので三三項目決めたわけです︒

これが一番オールラウンドで︑しかも要点を失わないような項目の

と一緒になって世話をしたわけです︒

西田

て︑お茶大の学長にもなられたのですよね︒
学長にもなりましたね︒

いま太田次郎さんというお名前が出てきたのですけれども︑

と言っていましたかね︒その調査を企画してそれをやったというこ
とが私としては多少自慢で︑一番やりがいのあった仕事で︑これが
放送大学の具体化の一番根本だったのです︒その調査のことの資料
が︑原本はここにありますが︑﹁﹃放送大学﹄に対する教育需要の
予測調査の調査票﹂という印麟物があります︒それの主なところを

先生との接点は︑この会ができたときから始まったのですか︒
そうです︒

太田先生は︑この会にはずっと参加されていたのですか︒

枚は︑どういうことを調査したかという形で書いてありますが︑冒

ておられました︒ ああいった方々と私は科学官として協力して︑こ

れから︑

やすし

調査会の専門委員みたいな格妊で入っていたと思います︒そ

頭の一枚目に文部省の名前でご挨拶をつけて︑実際はこれは専門の

の調査の企画からまとめを全部やったわけです︒ ここに︑あなたの

そのままスキャナ・1でコピーしてまいりました︒一番最初の二︑三

調査機関にやらせたわけです︒面接調査です︒日本じゅう全体のサ

知りたいものを全部チェックしてくれと言って︑ これを面接で一々

芳賀綴さんという方がおられますね︒あの人なんかも入っ

ンプルをとって︑五〇〇〇人やりました︒膨大な調査でした︒

目に︑﹁ひとくちでいえば︑今の世の中では︑学歴や資格のある人

と︑一

ウエートをつけようというやつですね︒

つ挙げてくれという面接をやっているのです︒

なたが選んだテーマのなかで︑ 一番勉強したいものは︑どれですか﹂

読み上げて︑ 本人に︑﹁あ︑それ﹂といわせてチェックする︒次の

と︑実力のある人とどちらが重くみられていると思いますか﹂とか︑

伊藤

ええ︒その次のSQ2のところで︑今度は︑一番やりたいこ

その調査の青身というものを次のページから見ていただきますと︑

﹁あなたは︑もし︑自宅でできることであれば︑少しぐらい無理を

西田

ページのSQ1という質問に今と同じようなものが出て﹁
︑いまあ

してでも︑もっと勉強してみたいと思うことがありますか︑それと

とと関連して勉強したいのはどれですかと︑ 一つだけでいいのか︑

﹁放送大学︵仮称︶に対する教育需要の予測調査﹂で︑問題の一番

も︑そうは思いませんか﹂とか︒その次に︑﹁あなたが︑勉強して

絡めてやるのか︒

次のページにまいりますと︑Q4として︑どの地

みたいと思われるテーマは︑つぎのうちのどれですか︒いくつでも
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これは大学の基準と同じように︑一日で四五分の放送というものが

いたわけです︒今度は︑Q8単位をとるためには︑一科目について︑

選んで単位をもらうのか︑大学卒の資格がとりたいのか︑それを聞

自由に放送によってただ聞きたいというのか︑希望する科田だけを

西田

伊藤

次のページに︑Q7放送大学を利用して勉強するとしたら︑

未来もありますね︵笑︶︒

ことをやると︑一番多いのがやはり健康と病気だとか︑衣食住だと

かい分析が出ております︒どういうテ⁝マに人が集中したかという

どの調査結果の概要の二枚目のところを開けていただきますと︑細

語学文芸志向型︑人文︑自然科学︒こういうことが出てきた︒先ほ

たまりができてくるのです︒実生活を志向する形︑産業社会志向型︑

テーマと関連したものをいろいろ聞きますと︑テーマの選び方にか

かで三分の一は単位や資格をとりたいと思っている︒一番とりたい

ジにまいりまして︑この放送大学で勉強したい人は︑聞きっぱなし

あって︑それを週に二回︑一学期︑〜五週続けなければいかん︒こ

か︑それから教育なんていうのもずいぶん多いのです︒ところが教

域に興味を持っているか︒アフリカとか︑ヨーロッパとか︒Q5と

れが通ったら一単位だと︒そういう勉強をやれますか︑やれません

育のなかにも︑教育によって自分をどう高めたいかという自己研修

ではなくて︑四五％ぐらいが少なくとも本気で聞きたいし︑そのな

かと︒さらにその下に︑Q9単位を取るには︑テキストを読んだり︑

の要求と︑そうではなくて︑うちの子どもが上の学校へ入るのにど

して︑時代としては︑有史前から現代まで︑時代今週︒

レポートをつくったり︑毎週三時間程度自学自習をしなければなり

一番面白いのは︑概要の四ページを見ていただきますと︑ここに

うやったらうまくいけるかという違う意味の関心もありまして︑非

非常にややこしい絵︹﹁図3各テーマへの関心の構互関連﹂︺が書い

ません︒聞きっぱなしではだめですよということです︒それができ
や試験のために︑一科目について一学期二回以上︑﹁学習センターし

てあります︒今の三三項目が一面に散らばっております︒この図面

常に難しいのですが︒

へ出かけて勉強しなければなりませんよ︒それがあなたの県のなか

るかどうか︒Q10では︑放送大学で単位を取るためには︑面接授業

である都市にあったらいけますか︑いきませんかという︑通学の可

これも一緒にやりたいという人がある︒非常に線が多いのは︑これ

で︑衣食住というのが非常にたくさん希望者がある︒それから︑健

次のページにありまずけれども︑﹁﹃放送大学﹄に対する教育需

を併せてやりたいという人が非常に多い︒こういう関連分析をやっ

否ですね︒そういったことをおしまいのところまで聞いているわけ

要の予測調査結果の概要篇というところで︑全国で五〇〇〇人をサ

たわけです︒この線がごついやつは︑お互いに一体的に勉強したい︒

康と病気︑教育︒お互いに︑これを選んでいる人はこれも選んだし︑

ンプルして︑回収率は八三％ですから︑いいほうですね︒四一五五

右のほうへいきますと︑経済の仕組みとか︑政治の仕組みとか︑経

です ︒

人から︒その傾向として︑ここに結果が書いてあります︒こちらの

営と管理とか︑こういう部分がかたまっています︒点線で見えにく

プ︑下のほうが﹇C﹈グループというように︑関心のある分野がテー

私のメモのほうを見ていただきますと︑その主なところを文章で書
私のメモの一ページの一番おしまいのところで︑とにかく少なく

マ三〇ぐらいのなかで三つぐらいの大きな群に分かれる︒これに名

いのですが︑左上のほうを﹇A︺グループ︑右のほうが﹇B﹈グルー

とも勉強したいという人は聞いた人の六割︒若い人ほど︑学歴の高

前を付けて分けたのが︑先ほどこちらでいった︑実生活志向型とか︑

いてありますから︑それをごらん下さい︒

い人ほど︑管理職や専門職の人ほど割合が高いのですね︒次の二ぺi
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〔図3〕各テーマへの関心の相互関連
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A←Bとした。

産業社会志向型とか︑こういうタイプです︒放送大学というのは単

一応おわって︑基本計爾をそれから細かくやって︑十二月︑その年
伊藤

この準備⁝調査会というのはどういう横⁝成になっているわけで

のおしまいには放送大学の基本計画ができちゃったわけです︒

ういう専攻分野をつくったらいいかというコースの分け方というも
すか︒

一学部の教養学部ですね︒そのなかにどういうコースを設けて︑ど
のはこの調査から出てきたわけです︒

修のために四五分の番組を週二測一五週と︑これができるという人

然基礎志向型︶に分かれてきたということでございます︒科目の履

活志向型・産業社会志向型・語学文芸志向型・人文基礎志向型・自

たいテーマというのをさらに分析して︑この五つのグループ︵実生

炉藤

そこばかりでもないですね︒私が印象に残っておりますのは︑

大体教蕎関係者が主でございますか︒

入っていました︒

ますといって︑上智大学の学長さんだとか︑これにいろいろな人が

う形で臨時的につくっているわけです︒ですから︑委員をお願いし

のある調査会ではありませんね︒あくまで文部大臣の諮問機関とい

これはべつに文部省の中教審とか何とかのような政令に根拠

が四七％ある︒これが全体の羽釜者のなかの八％ぐらいですから︑

西田

西田

それをあの当時の人口比率でやると︑放送大学の視聴者というのは

最後の組織部会なんかのところでは︑中心になったのは広島大学の

これで︑今の︹口述︺メモの二ページに戻りますと︑一番勉強し

二百何十万人になるだろうと推定したわけです︒その九割の人は学

大泉︹孝︺さんですか︒

学長をやっておられて名古屋に移った人︒

小池

大泉さん︑あの亡くなられた大泉さん︒組織部会なんかの最

習センターにやって来られると言っている︒こういう形で調査の結

西田

飯島宗一さんですか︒

そこで︑﹁放送大学基本計画しの作成︒前の木田さんのときにや

後のまとめ役をやって私が何度も研究室へお伺いしたのは︑東大法

小池

られたのは﹁基本構想﹂ですけれども︑今度は無体的な放送大学を

学部の伊藤正巳さん︒あの人も入っておられたのです︒放送大学の

果が出まして︑やるとすれば︑どれくらいの規模で︑どういう種類

つくるときの基本計画というものを出さなければならない︒今の調

本部の構成などは伊藤先生とずいぶんご相談しました︒先生方は皆

飯島さん︒あの人は︑私が関与しているときに︑﹁やっと放

査を︑準備調査会で六月にやった結果を十月までに集計をやりまし

さん非常に熱心にやって下さいました︒若干のお手当てを差し上げ

西田

て︑調査会の総会でこれを全体に了承していただきました︒その後︑

ている程度で︑本当に本業とは関係ないことを熱心にやって下さい

のコースを設けて︑学習のために出てくる人たちを実際に指導して

今度は調査会のなかに部会をつくりまして︑この調査結果を受けて

ました︒これが︑私が関与して一年間で結論を出したのですが︑そ

送大学が具体的になったな﹂と喜んでおられた︒それから︑上智大

具体的な中身をつめていこうという形で︑教材をつくる部会︑通信

れから放送大学ができるまでに五年かかっているわけです︒その五

いくためにどれだけのものをつくらなければいけないかという大体

部会︑指導部会︑組織部会︑これをやって︑その年の十二月十七日

年間のブランクというのがなんとも辛い話だったのですけれども︒

学の学長の臼本人の人︒

に基本計画の最終案を決定して︑これを文部省のほうにレポートし

伊藤

のスケールが分かってきたわけです︒

たわけです︒ですから︑私が関与しました年に︑外国なんかを見て

これらはどういう部会なのですか︒

きて︑実際の調査活動は︑今の需要調査を四月から始めて︑十月に
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定期的に地域の学習センターへ集めて︑どれくらい講師団が出かけ

カルに全国の放送網を考える︒指導部会というのは︑その人たちを

い通信所をつくって︑電波をどこから出してやるかという︑テクニ

郵政省に関係ある︑日本中に放送をばらまくには︑どこにどれくら

いえば授業科目ですね︒それを大体固める︒通信部会というのは︑

について︑どういう内容のものをつくったらいいかという︑学校で

西田

き込まれることはなくなる︒つまり︑これは私個人として︑放送大

免れることができる︒もう一つ大きなことは︑漠然と入試地獄に巻

学歴がないから非常に損しているという人は︑いつでも差別待遇を

意義だ︒それから三番目に︑必要なときに大学卒業生の資格をとる︒

理的・経済的な障害を越えて万人に保障する︒これが一つの大きな

変動する社会環境に対応して自らを再教育する︑そういう機会を物

する︒その実生活の問題解決に役立てることができる︒それから︑

れる︒その第一番目は︑学際的な学問的成果を広く国民の共有物に

放送番組の教材をどうやってつくるか︒何科目︑どんな科目

ていって学習指導をやるかというようなこと︒最後の組織部会とい

学の大きな使命だと思うのですが︑日本の受験地獄の解消という一

つの決め手になるのではないか︒結果として︑必ずしもいまそこま

うのは︑そういうこと全体を考えた場合に︑放送大学の本部という
ものにどういうスタッフを置いて︑どれくらいの規模でやればいい

初問題になったわけです︒一番問題になったのは︑学校教育法で︑

入学試験というものを放送大学でやるかやらないかというのが最

と勉強すれば単位が取れる︒

クアップして︑もっともレベルの高い授業ができる︒そこできちっ

組をつくればいい︒だから︑日本中の学問的なタレントを自由にピッ

の科目の講義ならばあの先生が立派だという人に頼んで︑そこで番

自分のところへ専門の教授も置きますが︑日本全体を見渡して︑こ

でいっておりませんけれども︒というのは︑放送大学というのは︑

分かりました︒

か︒そういう放送大学の組織︒これらは皆︑後で出てまいりますが︒
伊藤

基本計画というものができたのですが︑大変残念なことに︑

麗放送五聖の基寒墨画−入試・審學カリ串呈ツム
西田

ずいぶん一所懸命探したのですが︑私は物持ちがいいほうだと思っ
ても見つからない︒それを︑その後一年かかって英訳したのですね︒

学の入学資格をやるべきだ﹂と言ったわけです︒私は︑そんなこと

求されているのです︒だから︑最初は文部省の大学局は︑﹁放送大

﹁大学教育を受けるのは高等学校卒業程度の学力水準﹂と資格が要

その英訳だけが残っていた︵笑︶︒情けないですね︒この英文のや

をしたらこの⁝機会均等の趣旨が壊れてしまう︒高校卒業程度の学力

ているのですけれども︑その基本計画の臼本語の印刷物がなんとし

番触りをここに書き

つを見ながら︑私の記憶によっ て 基 本 計 画 の

と言っている︒この要望に応えるということが一つの大きな使命だ︒

た︒さきに需要調査によって実証的に一般国民がこれだけやりたい

最初に︑﹁放送大学の意義と役割﹂ということが書いてありまし

いうので︑窮余の秘策と言われましたのは︑資格を問わずに入れる︒

ンセンスだ︒しかし︑資格を定めないということではいかんからと

人でなければ︑まず高校卒業程度だ︒そんなことで云々するのはナ

第せずに卒業しているわけです︒要するに︑特別な知的障害のある

とはいま何だ︒その当時︑八五％高等学校へいっていて︑みんな落

二番目に︑放送大学は︑次のような観点から︑我が国の高等教育全

これだけの科目をこれだけの形で取って︑それだけの単位の取得が

ました︒

般に新しい風を吹き込んで︑望ましい発展に寄与することが期待さ
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あったら入学資格があったと後から認定して︑それからあとが全部

が要らなくなる︵笑︶︒

伊藤

憲法だけじゃないです︒そんなことを書ったら︑大学の先生

単位になるという方式にしたわけです︒非常に名案だと思うのです

その前はなれないわけですか︒

が先生の役瞬なんです︒一日のあいだ︑授業時間に上からしゃべっ

きた学生たちと﹁憲法とは﹂という議論をして︑ゼミで仕上げるの

憲法の履修者は物凄く多いですしね︒教職採用に必要だから︒

伊藤

なりまずけれども︑それが取れないと︑あとのやつが単位と

小池

西田

て︑﹁分かったか﹂といってさっと帰っちゃうのが先生じゃないん

がね︒結果的に入学試験があったということ︒その必要科目を最低

して生きてこないということ︒そういう意味において︑入学試験を

だ︒そうやって初めて生きた人間の先生が授業を担当する意味があ

そのときに︑ほかの一般教養の先生は皆失業かというけれど

受ける必要はないわけです︒これでB本一の授業が聞けるって︑こ

るのです︒そういう意味において︑立派な講義を聞いたあとのゼミ

西田

んないいことはないじゃないか︒そうすると︑目の色を変えて○○

をやるというのは︑その先生も勉強しなければならない︒日本じゅ

限度これだけとって︑それからあとが初めて一二四単位になるわけ

大学の入学試験に通ろうというような受験地獄に振り回されるよう

うの大学にショックを与えるのは︑失業どころではない︑幾らでも

も︑そうではない︒そうやって放送大学の憲法の講義を聴いて出て

なことは皆がばかばかしくなってやめるのではないか︑という夢を

やることはありますよといっています︒これは私の描いた夢ですが︑

ですね︒

見たわけです︒

いまどこまでいっているか︒

いうことをやるためには︑各分野の専門家の協力を得なければなら

それは確かに夢でしたね︒

間で授業科目を交換したり︑単位の互換をやったり︒特にこれは通

ないですね︒特にメディアとしてやるならば︑ディレクター︑プロ

偶藤

信教育なんかと︒だから︑皆さんの大学で協力してもらいたい︒い

デューサーですね︒そういった聞くほうの側の目で意見を述べる人︒

それから︑放送大学の実験の結果によれば︑いい番組をつくると

い先生も出してくれ︒あなたのほうで単位の互換をやりたかったら︑

こういう協力を得て初めていい番組がつくれるとすれば︑それは非

これしかないと思うのですね︒それから︑放送大学と各大学

どうぞ放送大学と相談してやって下さいと︒そういうことで非常に

常に高等教育の中身を高めていくことに役立つのではないか︒だか

西田

教育というものが普遍的になっていくだろう︒そのときに言ったの

ら︑放送大学はそういう意味においてB本の高等教育に非常に大き

そこに︑この基本計画にはさらに︑﹁放送大学が成功するための

ですが︑日本のように︑七〇以上の国立大学が七〇何通りの憲法の

二人か三人か︑これだと思う人がやって︑学生は聞きたいほうを聞

前提条件しと︑三つのことが書いてあります︒放送大学の開始二年

なインパクトを与えるだろうというのがそのときの考えです︒

いて︑その人の単位をもらう︒○○大学卒業ではなくて︑﹁私は0

前から番組の制作をやれと︒ここに先行投資をやって︑それだけの

講義をやらなければいけないのかと︒一般教養で︒一人でなくても︑

0先生の﹃憲法﹄をもらったんだ﹂というのが自慢になる︒それが

授業科陰のお膳立てができてから店開きをしろと︒事実︑その数年

前からやったわけです︒それから︑放送大学の本部の先行投資をや

本当の学問じゃないか︒そういう夢を描いたわけです︒

小池

る︒本部を建設して︑今の蓄積をするわけですが︑さらに放送網と

それはそうですよ︒今は憲法の先生とか由のようにいるんで
すもの︒
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その他の情報メディア︑ビデオセンターみたいなものを先行的にや

エクササイズをやる

演習

一二四単位

修する︒放送大学の面自いところでは︑科目履修生でも︑五年とか

門の一つの東だけをやるという人︑それから︑完全に科目だけを履

ゼミをやるやっと︑それから実習

れと︒このときに︑膨大なビデオセンターをつくるということで一

やっと︑三種類ある︒学生の種類には︑全科履修生

授業科目の種別としては︑聴講i聞いて勉強するというやっと︑

番技術的な問題として︑今はもう解決しちゃったのですけれども︑

を取って学士号をもらうという人と︑専科履修生fこの分野の專

それからVHS︑どちらにするかというのが天下の大問題だっ

ああ︑ベータですね︒

ソニーの小型の⁝⁝︒
幽小池

西田

いしました︒井深さんが工場を案内して下さいました︒あの当時と

西田

伊藤

ええ︒私は︑品川のソニーの本社へいって︑井深さんにお会

それはそうですよね︒

れていかれるか︒しかも︑それを教室でやる以上に質の高い番組と

を放送大学がうまく掘り出してきて自分の授業科目のなかに取り入

きる︑きわめてブリ⁝な大学です︒問題は︑そういう質のいい先生

ば︑そこでやはり学士号をもらえる︒そういう長期計画で勉強がで

一〇年かけて科目を積み上げて︑あるコースの枠内のものを修めれ

しては︑ソニーのベータマックスのほうがいいんじゃないかと思っ

してつくりあげられるか︑そこに帰するわけです︒

たのですね︒

たのですけれども︑その後︑業界の力関係でソニーのほうが負けちゃ

業社会コースのほうは︑社会と経済︑産業と技術という二つのコー

と福祉︑発達と教育という二つのコースがあります︒それから︑産

このときのままなのですね︒実生活指向型が二つに分かれて︑生活

てみまして︑今の放送大学のコースがどうなっているかといったら︑

向型とかありましたね︒私は︑今の放送大学のホームペ⁝ジを開け

頭に置いて考えろ︒カリキュラム構成は︑さっきのような実生活指

〇人︑正規の学習登録量は四五万三〇〇〇人︑これくらいのことを

きの調査から︑総学生数六二〇万人︑毎年度の入学者二三万三〇〇

よ︒計画立案の基礎として何人の学生を頭に置くかといったら︑さっ

画のなかに書いてあることは︑ずいぶん細かいことをやっています

西田

伊藤

こういう格好で放送大学の準備をしろということで︑基本計

まあ︑そうですね︒

まずけれども︑一番大きなのはカリキュラムの編成です︒どういう

西田

とを考えない︒

こういう構想を立てていくわけですか︒それとも︑全然そういうこ

う先生を中心にするとか︑そういうレベルのことまで想定しながら

所澤

け具体的なものをやりました︒

三人︑プログラムディレクターが五〇人ぐらい要るだろう︒これだ

そのほかにある︒放送関係は︑番組制作で︑主任のディレクターが

必要だというのが三一︑助教授が四〇︑助手が五〇︑非常勤講師が

る︒それで︑授業担当とか制作の負担を考えましたら︑専任教員で

〇科目の追加をして︑できた科目も毎年四分の一ずつは新規更新す

で︑最初の四年間に毎年四〇科目ずつ開設をして︑次の四年間に二

その次の﹁教授組織と教材制作﹂についてもこの基本計画のなか

ス︒人文・社会・自然のコ⁝スでは︑人間の探求と自然の理解とい

授業科目を置くか︒俺がやるか︑人を頼んでくるか︑そういうこと

いましたね︒

う︑合計六つのコースがあります︒私どもの調査でつくったときの

を全部教授陣が考えていくわけです︒この人がいつも番組に出るわ

ここの教授というのは︑その人が授業を担当することもあり

実際にこういう教授組織を構想するときに︑具体的にどうい

大体コース別というものが今も生きているという形になります︒
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けていって︑そこのガイダンスをやったり︑試験の結果を処理した

けではありません︒さらに︑学習センターができたら︑そこへ出か

ですが︑この当時は︑B本全国の八割まで電波が届くようにしょう

その次に﹁教育放送網の構築計画﹂︒これは郵政関係のことが主

ももちろん︑兼ねてやったってかまわないですけれども︑あるコー

出てしゃべるということだけの考え方ではありません︒そういう人

西韻

伊藤

授業計画金体の運営をやるわけで︑自分だけがテレビの前に

スクーリングも︒

す︒私はその当時離れていましたが残念で︑日本中で一番大学の集

して︑結局︑日本中どころではない︑関東一円だけに絞ったわけで

いよいよ実際に五年後に設立するときに大蔵などが物凄く抵抗しま

オセンターなどを設けるためのものが要る︒この放送網というのは︑

その建設費が四二〇億円だ︒それの経常経費が三八億︑その他ビデ

と︒それをやるとすれば︑送信所を二〇〇つくらなければならん︒

スの番組平体を責任持っているのが士人と︑こういう格好になるわ

中しているところに放送大学なんて︑そんなばかな話があるかと思

り︒

けです︒

かったように思うのですけれども︑具体的にそういうようなところ

所要

西田

小池

例えば最初の頃は東大教養学部の文科系の先生がずいぶん多

そうですね︒

一種のマネージング・プロフェッサーですね︒

全部にかかる費用は︑本州と四国の架橋がありますね︒あの本四架

たのですけれども︑そのときについでに計算してみたんです︒この

んです︒何思召と書いてあって︑びっくりするようなことを言われ

うのですね︒むしろ僻地のほうに出すべきではないか︒

を構想しながらこういうプランを立てていったというわけではない

橋の一本分の三分の一なんです︒それだけで日本中の放送網ができ

﹁放送大学で衛星放送を利用しませんか︒送信所をつくらずに︑日

でもそれを打ち上げて有効に使いたい︒そのときに郵政がしきりに︑

るのです︒あの当時︑衛星放送がだんだん軌道に乗りかけて︑日本

放送網をつくる費用というのがハードウェアとして一番高くつく

のですね︒

圏教育放送網の財源と学習シス繭7ム

信部会なら郵政省の人のお知恵を借りる︒教材部会は各学校の先生

だろうと︒それが一つの部会における検討で︑必要なときには︑通

算しています︒これぐらいおったらどれくらいの番組が制作できる

こにディレクターがおる︒こういうことをやって︑その仕事量も計

ス別のカリキュラムがあって︑ここにプロフェッサーがおって︑こ

のこんなような図形まで書いて︑ディレター︑学長がおって︑コー

西田

西田

伊藤

ええ︒私は燗人的には︑放送大学だけど︑電波でそれをやる

それは地上波ということですね︒

ても︑四国に橋をかける三分の一にも過ぎない︒

送利用はあの当時の技術としては断ったわけです︒全部電波網でやっ

ない︵笑︶︒そんなものに乗ったらえらいことだ︒それで︑衛星放

ち上げる費用は全部文部省で負撫して下さいというから︑とんでも

上げ直さなければならんのが三年に一遍ぐらいだという︒それを打

で︑衛星放送を打ち上げても︑寿命がきて電池がだめになって打ち

けど︑だんだん聞いてみると︑今はどうか知りませんが︑あの当時

本中たちどころにいきますよ﹂と言う︒それはいい話だなと思った

ですから︑授業負担を考えて︑こんな人数を一応出したという格好

先ほどの教材部会とか組織部会などもやって︑この基本計画

で す︒

350

醐2003年5月13日
難

ですけれども︑﹁やはり放送大学といったからには臨といって電波

そういう格好でやれば電波をやる必要はないじゃないかといったの

時二割と同じように︑何曜日の何時からこの学習室で映写しますと︑

見られるようにするのもいいけれども︑このセンターでは︑本部の

日本じゆうにバーツとばら撒いて︒そのセンターで個人がいつでも

いい番組ができたら︑それのコピーをつくればいいのですからね︒

をつくって︑ビデオセンターのなかで定期的にビデオを見る︒一つ

必要はないんじゃないか︒地方の学習センターにビデオライブラリー

す︒

指導を受ける︒そういう面接指導をやるようにしょうということで

元の大学といったところがら講師団を出してもらって︑その人らの

学期最低一回そのセンターで本部のほうからの巡回指導員とか︑地

習をやる︒実習科目は毎週一回学習センターで実習︒各学生は︑毎

ンターで処理する︒二週間ごと︑毎学期三回︑各県のセンターで演

信指導をやれ︒学生の回答が来たら︑それは地域のコンピュータセ

して︑これもずいぶん細かいことですが︑聴講科目は毎学期三回通

西田

伊藤

まあ︑それはそうですね︒結局実行されたのは︑東京タワー

センターにいくのにちょっと大変ですよね︒

職員五六〇〇人︒いま実際どれくらいになっているのかも分かりま

置く云々と書いてあります︒大学専任職員数は二〇〇〇人︒非常勤

かに︑総務︑放送の部を持って︑全国九地域にこういうセンターを

﹁放送大学の組織と運営﹂というのは︑大学本部は︑教授団のほ

から電波が届く範囲で︑関東一円ということでスタートした︒やっ

せんけれども︒

にこだわったんですね︒

と全国になったのですかね︒最近︑なるとかならんとかいう話です

開校四年以内に一六〇科目︑三コースをスタートしろ︒東京︑大阪︑

﹁創設第一期の実施目標﹂としては︑開校二年前に建設をおわり︑

この当時︑私どもは︑全科履修生なんて一二四単位を取って学士

名古血というところに送信所をつくるとか︑こういうことを言って

が︒

号をもらうような人︑そんな人が何人出るか︒希望はあると言った

位を︒おそらく大学のなかでぼやっと単位をもらっているよりはう

に呼ばれていったことがあります︒相当な年配の方があれだけの単

統計はいま持っていませんが︑私は︑何年か前に放送大学の卒業式

言ったわけです︒まあ︑こういう形で︑基本計画というところで︑

四〇億円︒これもやる気になればたいした金ではないということを

予算の規模は二九〇億円だと︒そのときまでの延べ資本投資額が八

﹁必要な財源の見積﹂は︑これ全部で︑最終的な段階で最大年間

います︒

んと辛かったろうと思うのですがね︒意外なところに篤志家がいる

やるのならこれぐらいの規模をこれくらいのステップでやりなさい

けど︑出てくるかどうかと思ったら︑意外にあるのですね︒全体の

のですね︒

ということを出して︑これが五十年十二月までに一応出たわけです

私が知り合った方も︑最初に一回単位を取って卒業証書をも

所澤

から︑

の全体の計画を世話してやっておるあいだに︑科学官としては︑で

次に︑﹁放送大学の教授・学習システムの特質と問題点﹂︒私がこ

メモに書いてあります︒

一応スタートラインについたはずなのですが︑それが出た途

らって︑非常に気に入って︑二つ目︑三つ冒ともらっている人がい

端に全体的に体制が変わっちゃって︑足踏みをしたということが︑

だから︑金の面では最後に大蔵省に渋られて︑関東一円とい

ます︒

西田

うところで店開きをしたというのが⁝⁝︒

その次の四ぺ⁝ジのところに︑﹁学習センターとその運営費しと
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き上がった実験番組を見ながら︑誰も相談する人がいないわけです

難しいところですね︒結果的に︑これはもう経験の積み重ねしかな

が一つの教室なんですね︒電波の届くところという臣節な教室を持っ

揮できる︒それから︑放送大学は︑巨大な電波の到達範囲というの

三の教育システムは学校とは非常に違った特色が︑うまくいけば発

進歩がないと同じように︑それとは違うのだと︒そういう点で︑第

分の単位を欲しいという学生に無理やりにやっている授業はあまり

です︒個々の先生が第三者の批評を受けることなく密室のなかで自

用意することが可能である︒これは通常の学校とはまた違うところ

フによる事前の立派な放送教材ができる︒高度に洗練された教材を

できる︒この点が読書による学習と違うところ︒専門の施設とスタッ

メディアによって︑タイムスケジュールによって学生の学習を管理

という形で見ておりました︒その特徴というのは︑放送という通信

偶藤

になるだろうという形で︑伝統的な何々学部という枠に入らない教

い意味の専門科目ではなくて︑かなり学際的な︑教養講義的なもの

が一科目だけでも短編読みきりで身になるようなものとなれば︑狭

二つしかないということが最大の原因です︒しかも︑一般の人たち

学部や工学部というふうにしても︑とても教室が足りない︒教室が

土曜まで︑何科目かだけだ︒だから︑これをどこかの専門学部︑法

か︒それとも︑それはわりとすんなり決まったことですか︒

たのですが︑教養学部に決めるまでに多少粁余曲折があったのです

所澤

電波を二本取ったということは︒

養学部にしたわけです︒

西田

これは木田さんのときに郵政省とやりあいして︑二つだけは

いわけです︒

ている︒ところが︑ラジオ・テレビというメディアを使っている︒

西璃

よ︒一人でひねりまわして︑さっき申しあげた第三の学習システム

二つのメディアを使っていますから︑教室が二個しかない︒ラジオ

確保した︒

プロデューサーも︒教室だと︑学生の顔色を見ていると︑分かって

か︑このくらいの話をして分かるのかどうかという見当がつかない︒

生方が実験番組をつくるときに︑どのくらいのレベルの人が来るの

ディキャップですから︑教材内容の決定︒一番困りましたのは︑先

教師と学生との対面関係がないために︑これは一つの大きなハン

がって︑これは最初から教養学部としたわけです︒

う非常に変わった学校です︒授業時間割は二つしか組めない︒した

学には教室が二つしかない︒

般放送を考え︑途中からは大学に電波を使わせて大学の授業をその

郵政との相談で二つだけは確保した︒最初は木田さんは啓蒙的な一

うにいろんな教室があるから︑教室の数が増えたのですね︒だけど︑

西田

伊藤

西田

伊藤

西田

伊藤

そのときに電波が三つも四つも取れれば︑今の民放と同じよ

そういう意味ですか︒

ええ︑そうです︒

ああ︑ラジオとテレビというふうに取ったわけですね︒

ラジオとテレビだけを取って︒

二つ取れば二学部できるという意味ではないのですか︒

ええ︑もう教室が二つしかないので︑授業時間割が月曜から

今の話のところで︑教養学部にすると決まったという話だっ

教室︑テレビ教室しかない︒だから︑授業時間割を組むときに︑大

いない顔をしているのか︑居眠りをしているのか︑大体反応で分か

周りに出すということを考えられたこともあるようですね︒そうす

一つの教室には何万人と入る︒こうい

るわけです︒学生の理解度の判定がつかない︒最後に︑どこまでを

ると︑大学のほうは︑それが欲しいというところが案外手を挙げな

かった︑少なかったということですね︒

合格としていいかという︑その合格水準を決めようがないですね︒

ヘタにみんな落第しちゃったら困る︒甘くしても困る︒これが一番
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ども︑テストするときに侮をテストすればいいのか︒数学だったら︑

そうですよ︒自分の講義が天下にさらされて︵笑︶︑﹁なんだ︑

伊藤

二次方程式が解けるかという問題を出してみて一〇のうち三つしか

解けなかったらだめだとやれるのですけれども︑俳句の話などは︑

これは﹂ということになると大変だと︒

西田

どういう感銘を受けたかという本人の感受性の問題が出てくるわけ

恥をかくわけですね︒大学の先生が密室の中で独りよがりに

なっていたということがあらわになるわけですから︑それが放送大

ゴリーに分類する方法がないのかと考えたわけです︒

教えようとしていることの目標というものを︑侮か全然違ったカテ

でしょう︒私は︑やろうとしている科目の知的な内容︑あるいは︑

そのときに大学院をつくろうというような話は出ているので

学の最大の功績ではないですか︒

所澤
すか︒

そこに私は﹇個人的試案﹈と書いてありますが︑一番単純なのは︑

①デジタル的論理解説によって合理性の理解︒数学的なのものとし

いやあ︑とてもまだ︒店開きをするのが精一杯ですからね︒

大学院のことはまだ︒それだったら︑また電波を別に取らなければ

て︑これはこうだ︑だから︑こういうものを集めて︑こういう計算

西田

だめですね︒今後︑衛星放送が積極的に利用できるようになってく

やればいい︒ところが︑②それと違って同じ数学でも原理とか法則

分かる︒ガイダンスのときもそこを侮遍もやれば︑テストもそれで

ういう論理的な理解というものをやるのならば︑達成度がはっきり

ることが分かったか︒やってみろ﹂といってやらせて︑解けた︒こ

をして︑こうやったらこういう答えが出る︒﹁そういうやり方をす

そうですね︒

れば︑もっと電波の数も増える可能性があるのではないですか︒
伊藤

睡適切な教勧を制作ずるための試案

の積み上げみたいなものを教えようとしているものとは中身がまず

これに感銘を持たせるようにする授業の仕方は︑統計学という論理

全然知らない人に俳譜という詩的な世界というものに目を開いて︑

ことをやっている番組と︑全然質が違うわけですね︒俳旬のことを

例に申しあげた芭蕉の画譜のことを教えている番組と︑統計技術の

ておりまして︑いい番組とは何かということを考えた場合に︑前に

るためのカテゴリーの開発︒これは︑私が暗室の中で実験番組を見

のが最大の狙いなのですが︑その授業科目の目標を構造的に分析す

これは私の個人的な問題提起です︒放送大学は適切な教材をつくる

西田

いうものを直感的にとらえるという到達点があるだろう︒③は簡単

的な表象というものを示して︑それによってある一つの原理原則と

葉ですが︑そういう全体的なイメージを出すというのを︑アナログ

答えを出すのとは違った理解の古方なのです︒私はそれを︑変な言

物理学の根底が出てこないわけです︒これは︑単にある計算をして

くったような一つの法則の世界があると︒それを理解させなければ

理解したときに︑彼が宇宙のなかにそういう目に見えない神様のつ

て︑構造的直感ですね︒ニュートンが万有引力というものの原理を

宇宙のなかにあるんだ︒これは︑デジタル的な理屈の説明ではなく

頭のなかに浮かべて︑なるほど︑万有引力の世界というものがこの

はなくて︑アナログ的な全体的なイメージですね︒そういうものを

とかいうことになってくると︑これは一つ一つの論理の積み上げで

違う︒到達すべき到達点も違う︒それらを十把一絡げに︑﹁分かっ

なことですね︒反復試行を積み重ねて︑ある操作技法というものを

その次に︑﹁適切な教材を制作するための未解決の根本問題﹂︒

たか︑分からんか﹂とテストして︑合格・不合格と言っているけれ
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習得する︒これは数学の問題のときなんかはこんなようなものです

ル的な説明ではないですね︒私は︑役所を全部やめてから六年間N

どういうことかというので︑二〇人の伸問がつくる蝉騒の俳句を全

HKの学園で俳旬の勉強をしました︒いい俳句ができるというのは

から︒④は︑今の俳譜で思ったのですが︑ある模範というものを提

部分析していこうと︒俳句というのはある感動を詠むのです︒その

ね︒公式があって︑それをうまく勉強すれば答えが出てくるのです
示して︑感受性を通じて本人にある共感を呼び起こす︒﹁どうだ︑

つまり︑無常観というような感動がありますね︒腹を立てるような

感動というのに何種類あるかというカテゴリーをつくった︵笑︶︒

ことによって︑﹁そうかなあ︒確かにそういわれればそうだ﹂とい

怒り︑喜びがあるでしょう︒そういうことでやって︑八種類の感動

芭蕉の俳句はこんなに見事だろう﹂といって先生が感心してみせる
う︑感受性が人から移ってくるということがあるんじゃないか︒⑤

一学激闘で二︑三〇〇首出た俳句を一覧表にして仲間に配ったんで

を分けた︒私は︑一人ひとりの俳句を感動で分類していきまして︑

情動というものが人聞から人間へ教育的な場面のなかで移るのでは

す︒男性と女性と感動のカテゴリーが非常に違う︒寂しいとか哀れ

は少し大げさですが︑人間のモチベーション︑エモーションですね︒

ないか︒転移する︒だから︑その先生の熱意とかから全体的にある

ませんけれども︑なかなか表面に出さないですね︒だから︑女性の

とかという︑そういう方面のカテゴリーの感動は男性のほうに多い

こういうことを分けていかないと︑﹁分かる﹂ということ︑﹁でき

ほうが一般的に楽天的でうれしい句が多いのです︒男のほうが寂し

行動意欲というものが醸し出されて︑俺もやってみようかと︒そう

たしということが何を意味するのか分からない︒これが分からなかっ

がったり孤独になったりする︒しかも︑それは個人によってかなり

ですね︒女の人というのはずるいですね︑自分の心の中はそんなに

たら︑ガイダンスへいって︑﹁きみはこうだ﹂と指導するときの指

違う︒そういうもので感動の種類に分けて︑しかも︑その感動を表

あらわに出しません︒本当に悲しいことというのはあるのかもしれ

導臼標も立たないし︑最後に成績を評価するときの目標にもならな

現するのにどういうシチュエーションを書いているか︒それとの関

いうところまで結びつくような教育目標もありうるのではないか︒

い︒こういうような人間の学習科臼の目標を構造的に分析するカテ

連も分析して︑名句をつくるという条件は何かと︵笑︶︒とうとう

単なる理解ではなくて︒

ゴリーがありはしないか︒これを放送教育開発センターの一〇周年

それはお手上げして︑今でもそれは残念ですが︒

無常観があるでしょう︒そのときのシチュエーションとしては︑平

例えば︑芭蕉の﹁夏草や兵どもが夢の跡﹂という︑そこに一種の

記念に私は書いたのですが⁝⁝︑そういうことに興味を持った人が
今後誰かやってくれませんかということをいったのだけど︑誰もやっ
てくれません︒難しいことですよね︒

泉の辺の川のところで荒涼たる景色がある︒そういうものから無常

今の①みたいなものは成績評価に簡単につながりまずけれど

伊藤

観というのが出て︑その後ろには︑義経・弁慶の歴史があるわけで

から︑侮が条件で名句といえるかということは︑﹁荒海や佐渡に横

も︑②以下のものは︑一体どういう評価をしたらいいのかというの

たふ天の河﹂だって難しいですよね︒あれはやっぱり︑宇宙とかそ

すね︒やはり歴史的な感得がなければ出てこないわけでしょう︒だ

西田

は︑ちょっと想像もつかない︒

なんかもやり方を教えない︒芸を盗むのだというのがありますね︒

ういう超人間的なもののすごさが迫ってくる怖さ︒喜びでも悲しみ

つかないですね︒昔のお弟子さんが見習い学習で︑大工さん

茶道とか︒和歌や俳句の修練をやるときというのは︑決してデジタ
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誓濫

だから︑映像はカントの哲学を深める役に立たない︒むしろ期待は

て目をつぶって先生のレクチャーを聞いているほうがいいんですよ︒

んて︵笑︶︒そんなのを見ていたら学問にならない︒それより黙っ

の顔が出てくるわけです︒﹁あ︑あんなところにほくろがある﹂な

きに︑テレビの画面に何か出さなきゃいかんでしょう︒で︑カント

批判なんてやりますと︑カントの学説を先生が懇々と話していると

んかをテレビでやりますと︑だめなんですよね︒カントの純粋理性

いう︒じゃあ︑やってみましょうといってやったら︑哲学の講義な

ビのほうがいいに決まっている︒音声のほかにも映像があるからと

うのか︑方針が立たないじゃないか︒NHKでもそうですよ︒テレ

分がどうなのか︒そうじやなければ︑ラジオを使うか︑テレビを使

西田

伊藤

ええ︑大問題ですよ︒そのあとに︑さっきの視覚と聴覚の区

本当にちょっと︑考えても頭が痛いですね︒

所澤

も︑まあ︑これはよろしい︒これはだめと︒

伊藤

またそれを見る目があれば分かるということでしょうね︒

のような形で総合的に本人に表現させる︒その出たものを︑先生が

西田

れはいい悪いというのは分かるわけだから︒直感的に︒

やはり問題なのですけれども︑特にレポ⁝トを書かせて︑歴然とこ

伊藤

の発見だったということは非常にありがたいと思います︒

いんです︒そんな大問題に突き当たって困ったけれども︑自分なり

が分からなければ︑そんな簡単に成績が優秀だとか何だとかいえな

らね︒これ二つとも教育の根本問題で︑本当は学校教育だってこれ

てやっていく︒そういう点はやはり子どもの教育の根本問題ですか

それはやるべきことではないんだということは︑懇々とことに臨ん

ずれの顔をしておった︑なんてね︒ヘーゲルなんていうのは︑ちょっ

ろがほとんどないというのが非常に大きな問題ですね︒大学のなか

でもないですね︒私は感動というものをまず分析しなければいかん

ともう︑おばけみたいな顔をしているから︒映像がすべての理解を

に評衝学の講座というのはおそらく今でもないのではないでしょう

でやっていくのが聴覚ですからね︒そうでなかったら︑触覚によっ

深めてくれるわけではないのです︒その証左に︑翻の見えない人の

か︒教育評価の講座はたぶんほとんどない︒あるにしても︑ごく少

と思うのですね︒あ︑えらい脱線しちゃった︒

立派な学者というのはずいぶんいるのですね︒しかし︑耳の聞こえ

数だと思います︒

なかが空いた﹂という︒これも大問題ですが︑これは前に申しあげ

です︒あれは人間の能力の特性を測定するということから始まる︒

西田

圃放電穴墨壷童竃での遠い道のり

その評価の問題については︑日本のなかで研究しているとこ

そういうのは何十警士というわけにはいかないのですけれど

デジタル的な論理的なもの以外は︑むしろそういうレポート

僕らなんかも成績の評価をどういうふうにやるかというのは

ない学者というのはほとんどいないのでしょう︒

デジタルな論理の流れというのを覚えるのは耳しかない︒目は論
理の流れがないわけです︒アナログですからね︒全体をパッと見る︑

直覚するのにはアナログが必要になるのですけれども︒こういう時

た︑特殊教育の先生が︑﹁耳の悪い子どもにはしばしば道徳的欠陥

それから評価のことまでいくわけでしょう︒教育測定学という学問

計みたいなものですよね︒﹁時計の針がいまこの辺に来ている︒お

者がいます﹂といったように︑いいこと︑悪いことを教えるのが非

をもっと日本のなかでやらなきゃいかんし︑それから︑医学には臨

私は︑﹃教育測定学﹄というこんなに分厚い本をもらったの

常に難しい︒耳からしか教えられない︒それは恥ずかしいことだ︑

355

床医学があるわけですから︑臨床教育学という学問を発達させなけ

んが私のところにやってこられて︑﹁西田さん︑すまん︒今年はだ

ないで︑結局︑五十三年十月︑三年たったときに大学局長の佐野さ

基礎研究をやるための開発センターの予算をつけよう︒これは武士

﹁文部省もかわいそうだから︑放送大学は認めないけれども︑その

めだったけど⁝⁝しと︒あのときの大蔵省主計官がよかったんです︒

ればならないと︒

そこまで来たのですが︑最後に4のところで︑﹁放送大学設立ま
での遠い道のり﹂と︒基本計画策定後︑三年間まったく空白でした︒

五十一年から五十三年︑私は暗いところで実験番組を眺めたりして

きました︒﹁そうですが︒じゃあ︑ここでしばらく本格的な実験番

の情けだ﹂と大蔵省がいったというんだね︒それを佐野さんから聞

うど三年間ありまして︑私個人としては︑積年の持病であった胆嚢

組顔作を勉強すればいいんですな﹂といって︑それが五十三年十月

一所懸命自学自習しておったというだけです︒ただ︑このときのちょ

摘出をやりまして︑一ヵ月入院しました︒次男と長女がこのときに

伊藤

できて︑実際にどこかのスタジオを使ってつくっていたのですね︒

務課の番組制作をやっているところがプロデューサーや先生を頼ん

所澤

それは準備調査会なのですか︒

そのビデオがたくさんだまっていました︒

西田

準備⁝調査会がやっていることになっていたのですね︒でも︑

どこがというと︑どういう予算があったのでしょうかね︒庶

実験番組ですが︑これはどこがっくっていたのでしょうか︒

こへいってくれというわけです︒私はそこへいって︑私が最初は室

波にいっちゃって空っぽだった︒そこの部屋が空いているから︑そ

いうのは科学官室ではどうしようもないから︑大塚の教育大学が筑

をやるために︑﹁西田さん︑準備室長を兼ねて﹂と︒その準備⁝室と

機関として︑幕張にそういう建物をつくろうと︒そのための準備室

じゃあ︑この開発センターという新しい施設を国立大学の共同利用

西田

伊藤

ついたときにはまだ文部省の科学画室にいましたけれども︑

このセンターはどこについたわけですか︒

です︒

西珊

長で︑私がたった一人︑研究開発部長でした︒〜人です︒確か研究

結婚したんです︒これで結構退屈はしませんでした︒忙しかった

調査会の先生がそんなところに嵐てこないですものね︒これは木田

開発部の教授の予算が二︑三人あったのですが︑どこの大学の先生

︵笑︶︒

さんの頃からやっていたわけですからね︒

に言ってみたって︑そんなのいつ放送大学ができるか分からんから︑

あ︑そうですが︒西田先生がそこへいかれてからはっくって

ていた︒事務の職員が四︑五人おって︑事務侵もおりました︒大塚

伊藤
西田

へいってみたら︑教育大学が全部空き家になっていて︑どこかの建

そこの教員になってくる人はいやしません︒だから︑私一人で座っ

い新しいものをやろうかということで少しはやりました︒さっきの

物のなかで︒四月頃いってみて︑沈丁花が咲いていて︑ああいう広

いないのですか︒

お茶大の栄養学の先生の実験放送をやったりしましたけれども︑結

いところで人の子一匹いないというのは怖いですね︒本当にそうで

その後︑この二年間の間に︑少しずつまた今までやっていな

局︑だんだん自信がなくなつちゃって︑もっと本格的な研究をやら

すよ︒

にいかなければならない︒新宿で乗り換えて︑池袋から地下鉄で大

今でも一番辛かったのは︑今までは文部省へいっていたのが大塚

なければだめだという形で︑その下に﹁放送教育開発センターの設
立﹂というのがありますね︒これは︑三年間ブランクになつちゃっ

て︑歴代の大学局長が苦労してもなかなか大蔵省が取り次いでくれ
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つできるか分からんし︑当分できそうにない︒実験番組といっても︑

所というのがあったときに準備室はなくなったわけです︒だけど︑

西田幕張に建物の建設がかかって︑実際に放送開発センタ⁝の開

すか︒

こんなの幾らつくったってきりがない︒本当に一種のうつ病みたい

私はそこまでいませんでしたから︒

塚へいくわけです︒それを毎日繰り返していて︑一体放送大学はい

になりました︒よくいうのですが︑うつ病の怖さというのを初めて

が通ったというだけですね︒そして︑その翌年の五十四年の六月十

そうですね︒準備⁝室ではなくて︑準備調査会︒

五Bに︑このときに放送大学の予算が通ったんです︒一年たって︒

伊藤

﹁ここに落ち込んだら︑さぞ楽だろうな﹂というのは本当に実感し

あ︑そうですが︒

感じました︒朝︑高尾から来て電車に乗って︑新宿で山手線を乗り

ました︒何とも言えんいやな感じで︑ああいうときに人間というの

伊藤

五十三年にセンター設立ですね︒五十四年六月十五日に放送

開発センターの設立というのは五十三年十月ですかね︒予算

は飛び込み自殺をするのだろうという気になって︒もっともそれは︑

西田

西田

その前に胆嚢の手術をしていろいろ薬を飲みましたから︑その薬の

大学の予算が通ったので︑﹁西田さん︑あなたはセンターで長年苦

換えるプラットホームに立っています︒電車が入ってきますと︑

副作用の影響があったと思います︒その二年間が一番辛いときでし

その前に学園法や何かをつくるというようなことは進めてお

専に配置換えになったわけです︒

労したけれども︑今度は木更津へいってくれしといって︑木更津高
その放送教育開発センターのなかに研究開発部というものを

た︒

伊藤

伊藤

られたわけですか︒

つくったわけですか︒

西田

西田

研究開発部と事務部と二つしかないわけです︒総勢四︑五人

ですし︑屋根が雨漏りしそうなところで︑四︑五人の人が朝から晩

ね︒

あ︑だいぶ後になるのか︒

いや︑放送大学の学園法は︑それはその下に書いてあります

までおったわけですから︑何ともいやなものでした︒

伊藤

そのときは先生は一応開発部長ですが︑教官で︑教授という

所澤

学園法の成立が五十六年ですから︑それからまた六年が空い
ているのです︒

西田

六年は空いていないでしょう︒

ことなのですか︒

西田

伊藤

教授だったのですかねえ︒しかし︑教授というものはどこか

の大学のあれでなければ⁝⁝︒開発センターというものは国立大学

放送大学自体の予算としては︑最終予算の通過は︑その下にありま

五十四年六月十五日に私はさようならになったわけですよね︒

翌年に教官制になったのですね︒

すように︑放送大学関係予算初成立が五十四年六月︒これが︑私が

西田

前にいただいた経歴には教授と書いてありましたが︒

木更津へいかされたときですね︒それから予算が通って︑学園法を

の共同利用機関ですから︑そう言っていたかも分からんですね︒
所与

それは工業大学じゃないの？
ああ︑そうかもしれません︒共同利用機関ですからね︒

学設置認可というのは五十八年︒

学園法はできたけれども︑それから大学の設立準備をして︑放送大

つくろうとして︑それから二年たって五十六年に学園法ができた︒

前におっしゃった放送大学設立調査会はそのままあるわけで
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いえ︑放送教育開発センター教授︒

伊西村解村
藤田上藤上

槻藤

そうです︒学校教育法のなかに︑特殊法人としての大学設置

それは人をはり付けてという意味ですね︒

いうことを強調しています︒だから︑喧嘩するのではなくて︑スタッ

功する条件が書いてあって︑既存の大学の協力がなければいかんと

フを出してもらうこともあるだろうし︑授業科霞の共通性も︑単位

西蜀
認可というものをやらせたわけですね︒それが︑中身をつくって学

の交換もありうるということを考えています︒だけど︑まだその当

ていないわけですから︑可能性として言っているだけですから︑一

生を受け入れたのが六十年です︒だから︑五十四年から六十年まで
ああ︑そういう意味ですね︒

般大学のほうも文旬を言うことはなかったですね︒

時は放送大学自体がどのくらいの質の授業をやるかというのが分かっ

伊藤
気の長い話ですよ︒

村上

六年間あるということです︒
西田

とにかくそこまでいかせようと思ってがんばっておられたわ

学生の方面から見て︑毎年度の入学者数が二三万人余りと推

伊藤

定されているのですが︑これは既存の一般大学に毎年入る人とは別
個に︒

けですね︒

取る︒ただ放送を聞くというのは何も金は要らんわけですからね︒

ええ︒しかし︑私は最初の放送大学の予算が通ったというと
ご苦労さま︒

テレビのスイッチを入れれば︒無料ですから︒単位を取り︑資格を

西照
伊藤

はい︑ご苦労さん︒でも︑面白いですね︒中教審ができたと

この大学の学生として入学してくる︒しかも︑単位か資格を

西面

取ろうという人は︑放送大学に入学を申し込んで︑教材をもらって

西田

思ったら︑﹁君はユネスコへしといって︑放送大学の予算が通った

金を払うのですね︒そして︑それに対する授業料も払うという形で

きに︑五十四年六月にもう﹁じゃあ︑あなたは⁝⁝﹂︒

といったら︑﹁もう︑きみは関係ない﹂という︑なんかそういう運

す︒黙ってうちで聞いているぶんには︑学生かどうか放送大学のほ

いかなければならん︒そういった人は入学手続きとしてやるわけで

まあ︑意図してやっているのかどうか分かりませんけれども︒

命なんですね︒

伊藤

うには分からないわけです︒

これはやはり国立大学にするつもりだったのですか︒

ま︑ご苦労でしたということで︒

伊藤

園立大学にしますと︑国立の学校が放送を出すというとは放

送法に引っかかるのですね︒国が自分の放送機能を持つということ

西田

西田

團放送穴学と既存の国憲大学との違い

く言った︒だからどうしても︑日本育英会なんかと岡じ形で特殊法

は国家権力との関係で疑義があるということで︑郵政が非常に厳し

人にして︑それが電波を︒NRKがそうでしょう︒NHKは国立み

話は少し戻りまずけれども︑既存の大学との関係はどういう

たいだけれども︑国立ではないのですね︒特殊法人︒そういう意味

村上
西田

において︑独立の法人として何か区別をしたものが放送を出してい

ふうに基本計画のなかでお考えだったのですか︒

担当してくれる先生方を出してもらうのは︑既存の大学の協力を得

る︒そうでないとおさまらないわけです︒

基本計画のなかでは︑むしろ放送大学のなかの見事な授業を

て︑誰でもそこヘレクチャラーとして引っ張ってこられるようにと

所澤

既存の大学との関係なのですが︑卒業資格を大学卒業と同等
いうのが大前提になっていますから︒最初の基本計画のところで成
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琶一

置基準でいっている学士号の資格と中身は同じですから︑文句はい

標に︒今度はあれでしょう︒一二四単位取ったら︑結果的に大学設

学と同じようなものにしようということになっています︒それを目

西田

京タワーから出る範囲でまず実験的にやってみようという形で︑科

算が通ってやっていく段階には︑全国放送なんてとんでもない︒東

だけの金をかけてやりましょうと言っているだけで︑実際にこの予

西田

きて以降にどのくらい拘束力を持っていたとお考えですか︒

基本計画なのですけれども︑この基本計画はそのあと放送大学がで

いようがない︒問題は︑どれだけいい中身の放送をするかというの

目数もずっと絞られたでしょうし︑おそらく職員室もこんな何千人

にするというのは問題になりませんでしたか︒

は︑やってみなければ分からん︒今のところ放送大学の内容の質が

という形ではなくて動き満した︒しかし︑まあ︑あちこちに学習セ

内容がないといわれていて︑それしかできないというふうに思われ

というのは︑その当時はほとんど高校の授業の焼き直しで︑独自の

われているのですけれども︒というのは︑地方国立大学の教養教育

教養教育の中身が地方国立大学にかなり衝撃的な影響を与えたとい

所々

たのですが︑案外そのへんは気楽なものですね︒その文句を言って

とワーワー言って︑大蔵省をやっつけてでもすぐなるだろうと思っ

そらく地方の出身の代議士さんが︑﹁なぜ俺の地域に出さないんだ﹂

は︑東京だけでスタートしてもいいじゃないのと︒そうなったらお

のものは当初の基本計画のような形には動かなかったでしょう︒私

をやるとか︑そういう形で︑形だけ出したのですけれども︑規模そ

むしろ最初の木田さんのときの基本構想のときから一般の大

悪いということはいわれていないでしょう︒むしろ一般のレベルよ

ンターをつくって︑そこへ地方の大学を引っ張り出してガイダンス

ていたのです︒ところが放送大学に︑実際に東大の教養学部で行な

きた人はないです︒全国放送に持っていきたいというのも比較的最

いや︑拘束というよりも︑そういうイメージを描いて︑これ

りはいいんじゃないかな︒

われている教養の文系の授業の内容がかなり取り入れられて全国に

近じゃないですか︒今度は衛星放送が自由になってきたから︑それ

放送が始まった当時︑授業が教養課程から始まりましたが︑

流れたものですから︑かなり多くの大学で︑教養教育でこれだけの

おっしゃるとおりだとすれば︑大変うれしいことです︒だけど︑大

と言ったという︒それは︑そうなるのが冒的だったわけですから︑

て︑﹁あなたの講義よりも放送大学の授業のほうがよっぽど面白い﹂

西田

育計画のほうに直接影響したとは私は聞いていませんが︒この調査

西田

影響を与えるということはあったのでしょうか︒

けですけれども︑こういう手法がそれから後の高等教育整備計画に

村上

こそ︒

学入試というものがだんだん衰えて︑放送大学の単位をもらったほ

がこんな形であったということを知っている人は非常に少ないです

授業ができるのかという衝撃が走ったといわれています︒

うが偉いんだと︒あそこの単位を持っている人のほうが大学卒業生

よ︒それで︑この調査を専門の教育機関でやってもらって︑私はこ

もう少し聞きたいのですけれども︒予算がついた︒結局︑そ

これは放送大学に対する需要という形ですから︑一般高等教

基本計画は綿密なマーケット・リサ；チを背景にしていたわ

としてはいいんだと評価されるようになれればいいですよね︒○○

んなにたくさんの集計票をうちへ持って帰って︒先ほどの科目の関

その当時の何かの︑ある学校で学生が教養部の先生に向かっ

大学入学というのにしのぎを削る必要はないんです︒学問をすると

伊藤

連性をやるというのは大変な作業でした︒私たった一人でした︒
今の関係でもう一つお聞きしたいことがあるのですけれども︒

いうのはそういうことではないんだけどね︒
所澤
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の場合には予算折衝や何かをやらなければならない︒科学官ではな

伊藤

工業大学にいくわけではないでしょう︒

ですから︑科学官としてというか︑文部省に毎B勤めていた

専任教授ですけれども︑一度も出勤したことはありません︒

伊藤

西照

放送大学開発センターのほうではずっと私は科学窟ですから

くて︑そのときは何ですか︒

西田
西田

とQ

ああ︑やっぱり科学官ですか︒

あ︒ですから︑

ね︒

伊藤

科学官なんていうのは行政窟として予算折衝する立場にあり

一人でビデオを見ていたわけです︒

そうそう︑科学官室に毎日来ていたのは僕くらいでしょうな

西田

所澤

者︑庶務課長がやったのだと思います︒しかし実際には︑一番矢面

西田

観藤

当面は大学局ですから︑大学の庶務課のなかの放送大学担当

それは誰がやることになるわけですか︒

伊藤

いろいろあちこちにあるんじゃないですか︒

やっているのですね︒

西田

どういう仕組みでできたのかなと思って︒

業大学以外はないのですか︒

そういうような教官ポストが配置されている大学は︑東京工

ません︒

に立ってやられたのは大学局長の佐野さんでしょう︒佐野さんが︑

所澤

予算を貼り付ければいいわけですから︑ちっとも難しいこと

どうですかね︒それは文部省が月給を出すための便法として

﹁西田さん︑やっと取った﹂なんて言ってね︑﹁今度はあなたは木更

西田

津へいってもらうから﹂という︵笑︶︒

出番はありません︒

西田

伊藤

小池

どうせ振り込みだからね︒

一度も月給をもらいにいったことはないですね︒

それはそうでしょう︒

給与は東京工業大学から出たわけですよね︒

はないですよ︒そこの大学の教授会から文句をいわれなければね︒

西圏
説明にもいかない︒

伊藤

その予算折衝のなかでは西田先生の出番は全然ないわけです

伊藤

説明にもいかないね︒科学官というのはあくまで文部省のコ

国立大学会計から出てくるのですからね︒

伊藤

西田

小池

か︒

ンサルタントみたいなものですからね︒大学局長に対して︑大学行

東工大は︑そういう文部省関係の教官ポストがあるというの
けれども︒

所澤

行政のラインにはいないということですよね︒

西田

政について必要な専門的助言をするというだけのことです︒本来非
伊藤

来ている人はみんな︑大阪大学︑何某大学の専任の先生が︑

は︑わりと一部の人のあいだには知られていることのようなのです

西田

ないですか︒一番あり得るのは工業大学と医科歯科大学です︒医科

常勤の職ですから︒本職は工業大学教授︒

あとで東大の総長になられた大脳生理学の森︹亘︺さんも科学官で︑

歯科大学も文部省の美いなり︒いうことを聞いていたほうがのちの

そういう融通できる定員を文部省のほうで抱えているのでは

私の隣に座っておられた︒面白い話をよく聞きました︒

ち便利︵笑︶︒

それは完金な非常勤になるわけですね︒しかし︑先生は非常

伊藤

教授会とか︑そういうシステムはどうなっていますか︒

この放送大学は特殊法人なのですけれども︑計画の段階で︑

小池
いや︑科学官としては非常勤だけれども︒

勤というわけではないでしょう︒
西田
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西田
れて︒

私は知りません︒予算が通ったら︑よそへいってくれと言わ

ザリー・カウンシルについても︑それをやはりアドバイスするとこ

ろがありますね︒日本語のがないのが情けないのですが︒

偶藤

カルティ・カウンシル・エデュケーションコミッティと書いてある

レクターというのが学長のことですね︒ファカルティとして︑ファ

がおられて︒こういうのはやはりガバニングボードができますね︒

を見るとやはり︑レクターと書いていますから︑一番トップに学長

やらんかというのは⁝⁝︒大学の機構図まで書いてあります︒これ

西田

いったのはどなたなのですか︒

伊藤

のは︑私はまったく知りません︒

西田

についてはそれほど細かくまだ決めていないという段階でしょうね︒

達書

西田

実際に大学をどういう運営していくかとか︑そういったこと

まあ︑予算を国会が握って︑強いわけですね︒

まあ︑NHKだってボードが機能しているわけじゃないから︒

伊藤

やはり会長が権力を持っているのでしょう︒

計画の段階ではまだ考えていなかったのですか︒先生のおい

での段階で︒

から︑このファカルティ・カウンシルというのがいわば教授会のこ

西田

今まで西田先生がおやりになってきたようなことを継承して

所澤

伊藤

西田

伊藤

おそらくかなり警戒していたのではないかと思います︒だっ

やはり今の国立大学と︒

これはあくまで学長に対するアドバイザーですね︒

メ⁝ンストリ！トに書いてないですね︒

西田

伊藤

伊藤

そうしたら準備室をつくりますよね︒

学の設立と同じわけですからね︒

西田

その教授陣も︑学長になる人を選任したり︑それは全部文部

ええ︑大学局は準備室をつくったのかどうか︒新しい国立大

準備室をつくるわけでしょう︒

予算がついて︑放送大学を実際に設立するのは文部省の大学

て︑放送を一手に握って︑思想的に一つの方向に偏ったりしたら大

省の大学局がやったのでしょうね︒いろいろな大学から引き抜いた

教授が何名と決まっているだけで︑それが教授会をやったか

とでしょうね︒エデュケーションコミッティは教育委員︒バイスレ

局がやったわけですからね︒

その後の放送大学のでき上がったものがどういう形かという

クタ！︑これが副学長だな︒教授会を頭に置いてはありますね︒

変なことになる︒

り︑定年でやめた人を集めてきたり︒それは文部省でできていくで

いま謬言さんが言われたように︑思想的に一つの方向に流れ

小池

しょう︒

この次に︑木更津高専をやめまして︑二年間だけフィリピンへい

てしまうというのは恐ろしいことじゃないですか︒そういうほうの
安全装置というのは組織をつくるときに考えられたのですか︒いろ

事会みたいな形で︑結局︑これに外部の人をもし入れていけばそう

西田

チーフアドバイザーとしていったわけです︒そのときのこと︒あと

西韻

伊藤

J至CAで︑フィリピン工科大学というところの技術援助の

それはJICAですか︒

きまして︑フィリピンの技術援助のことを︒

いう中立性が︒NHKにもそういうガバニングボードありますね︒

短大はたいしたことはありません︒短大の改革をやった︒最後に︑

んな人を学外から入れて評価委員みたいなものをつくるとか︒

ガバニングボードのところにオーディターというのがありますから︑

前から申しあげております入試の問題でやってきたことの総まとめ

しかし︑学長の上にガバニングボードというのがあって︑理

やはり目を光らせているのがおるのでしょうσそれから︑アドバイ

361

璽2003年5月13日
難

をひとつ申しあげたいと思います︒

ステムがあったらしい︒

してその監査に加わったのは︑国連の難民高等弁務窟をやられた緒

西霞

そういう話は次圓に︒

では︑高専はこの次にしますか︒

伊藤

西田

すみません︑私はフィリピンのときの経験について関心があ

何となしに噂がひどいからというので︑外務省から人を派遣

所澤

方︹貞子︺さん︒私はざっくばらんに︑﹁調べたら二割くらい行方

分かりました︒

るというか︒私は数年前に調査にいったことがあるんです︒そのと

不明ですしと話した︒私がいった年が︑ち︑

伊藤

きに︑日本の外務省からいってるJ王CAの関係の方に話を聞いた

て︑マルコスが亡命した直後です︒

うどクーデターが起き

のですが︑フィリピンがほかの国と非常に違うところがあるという

小池

それは来月︒

大変な時期にいかれたのですね︒

話で︑それを先生がどういうご経験したかというのを次回お聞きし
たいと思うのですけれども︒それは何かというと︑外国からお金を
もらわないと何もしない国で︑自分たちから何もしょうとしないと
いう話で︑こういう国は今まで来たことがないとおっしゃったんで

す︒要するに援助漬けの国みたいになっているところがあるみたい
なのですが︒先生が仕事でいらしたときにはどういうふうに感じて
伊藤

日本から四︑五人の人が毎年アドバイザーでいくのですけれ

おられたのかちょっとお聞きしたいなと思いましたので︒

西田

ども︑アカデミックな世話をしている︒それには日本から何億円と
いう寄付の金がいっている︒その全体のマネージメントのアドバイ

ザーグループのチーフというのは︑活動の総まとめ︒五年聞やって
いて︑それのしめくくりをやってくれと︒いってみて︑過去に援助
したものがどう生きているか︒大学の学長や何かと相談して︑学校
の教育の中身がどう変わったか︑そういったことをまとめてレポー

トしたわけです︒一番びっくりしたのは︑福繊さんがいって︑向こ
うの政府に何億円か寄付するという約束をして毎年出したのですね︒

私がいってみて初めて︑五年間にこちらから寄付した機材のリスト
をパソコンのデータベースを使ってつくり直した︒やった金の二︑

三割はどこへいったか分からない︒それこそ︑金をもらわなきやや
らないんじゃなくて︑もらった金がどこかへ蒸発していくというシ
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口述説明メモ（2）
西田

亀久夫

第1．放送大学の創設準備
（S49−11−1−54−6−15）

1g文部省科学官（東京工業大学教授）としての仕事
49／6月退職後6ヶ月目の予備役招集、初めての自宅取得と官舎からの転居
拳面の任務は、放送大学問題の具体化の促進
（1｝ケニヤ教育視察団（50−2−23〜3−5）jlCAによる教育協力の異体案模索
（2）一分の放送大学視察（5

0−5−3

ロンドン英文部省、Open
のTV

0〜6−15）

university訪問、ケンブリッジ大学教育学部、シカゴ

College、ネブラスカ州リンカーンのURiversity

of

Mid−America、サンフ

ランシスコStanford大学教育学部
［主な知見j

a）放送は、そのタイムスケジュールに合わせて学習者の学習行為にリズム

を与えることが主目的であり、学習内容の提示には印刷教材が不可欠
b）学習の深化には、スクーリングによる面接指導が不可欠
c）ラジオ・TVの聴覚と視覚による教材提示の教育的効果の差異について
は、まとまった研究成果はない。そのため、教材作成の砺究施設が必要
㈲

これまでの「放送大学」に閲する準備段階

a）S29年：文部省社会教育局で「放送大学」の検討開始
b）S46年置ら4年間：大学レベル「巽験番組」を制作・試験放送
c）S49年：r放送大学の基本構想」を発表。このための放送璽波2本確保
（4》

r放送大学設立準備調査会」の調査活動

この調査会は、さきの「基本構想」を具体化するため、S50年4月から準備し
て、放送大学に対する一般国民の要望と実施の可能性を実証的に把握するため
「放送大学に対する教育需要の予測調査」（専門機閲による全国で5，00◎人の無作

為抽出の面接調査、回収率8396）を行った。これは、放送大学の教育組織・カリ

キュラム・教育方法の轡格を設計するために不可欠なものであり、その結果の概
要は次の通りである。

a）自宅で出来るならば、もっと勉強したい人は、約6割で、若い人、高学歴
の人、管理職や専門職の人ほどその割合が高い。
7
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b）放送大学で勉強したい人は、45．50／oで、その約1／3は単位や資格を取
ることを希望している。

c）その単位や資格を希望する人が、一一番勉強したいテーマとその他に関

心のあるテーマを選んだ結果を分析すると、33のテーマは次の5つの
関心領域に分けることが出来る。（この33のiF

・一マは

Encyclopedla

Britanicaの目次を要約して作成した）

異生活志向型、産業社会志向型、語学文葺志向型、

人文基礎志向型、自然基礎志向型
d）科目の履修のため、放送番組の連続視聴（45分X週2回×15週）と自
宅学習（週3時間）が共に出来るという人は47」％であるが、このうち

単位や資望を希望する人は回答者の8％であり、これを全人口数に拡
大すると、放送大学の受講者は約620万人となる。また、その9割は
学習センターに出席できるという。
（5｝「放送大学基本計画」の作成作業

「放送大学設立準備調査会」は、S50年10月1日に調査会の総会において上
記の「教育需要予測調査」の結果を諒承し、その後次のような部会によって

各部門の細目を検討し、12月17Hに「放送大学基本計画」の簸終案を確定
した。

教材部会、通信部会、指導部会、組織部会

2．

r放送大学基本計画」の概要
（1）放送大学の意義と役割

a）さきに「放送大学に対する教育需要の予測調査」によって引証的に示さ

れた一般国民のこの種の教育に対する強い要望に応えるという璽大な使
命がある。

b）放送大学は、次のような観点から、我が国の高等教育全般に新風を吹
き込み、その望ましい発展に貢献することが期待される。
①学際的な学問的成果を、広く国昆の共有とし、その実生活の問題
解決に役立たせることができる。
②変動する社会環境に対応して、自らを再教育する機会を、地理
的・経済的な障害を越えて、万人に保障することが出来る。
③必要な時に大学卒業資格を取得して、学歴不足による差別待遇を

2
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排除できるし、漢然と入試地獄に巻き込まれる必要もなくなる。

④放送大学と各大学間で、授業科目を交換したり、単位を互換した
りして、教育活動の充案に協力関係を深めることが出来る。
⑤放送大学の案験の経験によれば、多分野の専門家の協力を得るこ
とにより、高等教育の内容・方法の改善・向上が期待される。
c）放送大学が成功するための前提条件

①放送大学の開設の2年前から、教育内容の編成のための先行投資
を開始すること。

②放送大学の本部の先行投資と藁に、教育放送網とその他の情報メ
ディアへの資本的投資を先行的に行うこと。
③全国に分散した学生の指導計画を運営するため、地方自治体や地
方大学の積極的な協力が得られること。
｛2｝基本計團の主要項目

してのma
・の
の
a）＝
の
学生総数＝620万人、毎年直入学者・233，000人、正規学習登録学
生：453，000人

b）カ1

ユーム

の一

、1

［単一の教養学部】のコース別

（現在のコース）

「科学と翼生活コース」→［生活と福祉］・［発達と教育］
「産業社会コース」…→［社会と経済］・［産業と技術】
「人文・自然コ・一一ス」一→［人間の探求］・［自然の理解］

［授業科目の種別］
［学生の種別］

聴講科目・演習科目・実習科目
全科履修生・選科履修生・科臼履修生

。）麹受組織と素論
最初の4幽間に、毎年40科蟹開設、次の4・年間には毎年20科目追
擁、開設科目の1／4を更新する
専任教授＝31人、助教授講4・0人、助手＝50人、奔常勤講師
放送閲係：主任Direct◎r 3人、プPグラムDirector 50人

d）教萱託送網の構墾麺
電波到達地域を全国の80％として、200の送信所を設置、その
建設費＝420億円、経常費＝＝38億円、その他Video Center

3
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e）一の運賞豊
聴講科目＝・毎学期に3園通信指導、学生の解答は地域センターで処理
演習科目謹毎学期に3回、各県の学習センターで演習
案習科臼

・lj週1回、各県の学習センターで案習

各学生は、毎学期に最低1園それらのセンターで、巡回指導員と面接
地方自治体や大学は、センター一一の開設と指導員の派遣に協力を

f）放送虚組織と運當
大学本部は、教授団のほか、総務・学務・放送の各部を持ち、学務部
のもとに金鎚9地域に地方事務センターを置き、各票に設置した指導セ
ン群口のもとに演習・予習・ビデオのセンターを置く。
大学の專任職員数は2，000人、非常勤職員数は5，600にん。

9）創誕紅期の裏施且擁
大学開講2年前に建設を終わり、開講4年以内に160科霞を持つ3
コースを完成し、学生の動向を見て漸次残りの科目を整備すること。当
初の4年闘の教育放送網の建設宴曲は、東京・名古屋・大阪の広域送信
所と東北・四国地域の第1優先の送信所であり、躍波網外の僻地に相当
数のビデオセンターを設けることである。

h）i 「sな：の
放送大学の最終的な段階の最大年間予算の規模は、約290億円であ
り、その時までの資本的投資額は、約840億円となる。
りまででは、後渚が340億円、前者が140億円である。

第1期の終わ

3．放送大学の教授・学習システムの特質と問題点
（1）

r第三の学習システム」としての特質

a）放送という通信メディアによって、一定のタイムスケジューールによっ
て学生の学習をリード出来る。（読書による自習との差異）

b）専門の施設とスタッフによる事前の放送教材の剣町により、高度に洗
練された教材を用意することが可能である。（通常の学校との差異）
c） 電波の到達範囲という巨大な教室を持つとともに、ラジオ・ rvとい
う二つのメディアによる二つの教室の二つの授業時間割しか組めない。
d）教師と学生との対面閲係がないため、教材内容の決定・学生の理解度
の推定・合格水準の設定を適切に行うのが困難

4

366

ma

2003年5月13日

②

適切な教材を制作するための未解決の根本問題
a）
t の
「ti：に
るための力嘱ゴ1一の

これが解明されることによって、初めて放送番組の展開手法や学習指
導の国標・成綬評価の基準を定めることが出来る。

［個人的呼野①デジタル的論理解説による合理性の理解
②アナログ的表象の提示による原理・原則の直感
③反復試行の蓄積による操作技法の習得
④

模範提示による感受性の共感喚起，

⑤情動の転移による行動意欲の醸成

b）

ma：Ei：g
視覚によるアナログ情報と聴覚によるデジタル情報によって伝達でき
るものと、出来ないもの、更に、両者の上上による特殊効果などが解明

されることにより、一一ee学校教育・特殊教育・放送教育の飛躍的な質的
改善が期待される。

4．放送大学設立までの遠い道のり
《1｝

「基本計画」策定後の3年間の空白（SS1〜53）

a）

案験番組の視聴による番組制作の自学自習
（私的事情：入院胆嚢摘出手術、次男・長女の結婚）

b）

「放送教皇開発センター」の設立（S53／10）

ただ一人の「研究開発部長」（S53／10〜54／6）
c）木更津工業高専校長へ配置換え（S54／6／15）
（2）放送大学開講までの6年間
放送大学関係予算初成立（S54／6）、放送大学学園法成立（S56／6）、
放送大学設置認可（S58／1）、放送大学開講・学生受け入れ（S60／4）

第2、木更津工業高専校長時代
1．校長勤務
S54／6／15〜60／3／31。

S54／6／18に第3代校長として着任

S54／7／1に木更津市内の校長官舎に移転、東京八王子の自宅から、毎週月曜
日に出勤（片道2．5時間）、週日官舎に滞在、土曜日午後に帰省

5
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2．在任中の主な仕事
｛1｝学内諸規定の整備…「組織と運営に関する規定」（立法と行政機能の分離、

運営全般の総括評価権）、教授会の運営の改善（校門の司会廃止、
育に関する事項の審議決定 に限定）。

学生の教

（2｝新入生の満堂オリエンテーシmンー・一一基礎学系の金教員と新入生全員が、青

年の家で2泊3Hの合宿研修。
（3｝学科の増設…他の高専に比して3学科の小規模を改めるため、約1年間の学
内論議を経て「耀子制御工学科」という新規の学科を創設。
（41外国人学生の受け入れ…三部への留学生受け入れ開始の第1年度から、中
国・マレーシア・インドネシア・韓国などの留学生を第3学年に受け入れ、学
寮に日本人学生と同居させる。イスラム学生のための施設の改造、日本人学生
チューターの指名、外国語による専門学術用語集の編纂。
｛5｝ 「学友会館」の新設と学生自治会による完全自治運営…臼階］談話ホー
ル・膏油演奏窒・ビリヤードやパソコン付娯楽鍵・［2階］学生自治会蜜・大会
議室、小会議室・学生部長室・カウンセリング霊・ 憩室
泉水押付前庭（ロダン 考える人 の像）
（6）

「学寮」の全面改修…250人程度の旧陸軍兵舎方式を改め、30人のr群』

単位に生活空間を作るため、自習窒・寝室のほかに談話整・調理塞・洗濯室を
それぞれ独立に用意し、1群の申に1〜5年生が同居するシステムとする。
｛7｝高専のPRのため、毎年県内の申学校へ学校説明会を行う時、担当の派遣教員
の説明内容の向上を図るため、「高専とは」という説明用のビデオを制作し、
これで説明会を行うと共に、各地域の幹事申学に預けて、常理利用して貰うこ
ととする。

（8｝校内環境の美化…3万坪の校地の周辺を樹木で囲むと共に、講堂の周辺は入
学時のサクラを植え、学寮の周辺は卒業時の名残にコブシを植え、校門からの
誘導路にはメタセコイヤを植えた。これらの移植樹木の維持と手入れに、学内
に「緑会」というボランティア団体を結成し、毎週定期的に学生・教職員が草
抜きや勢定作業を行った。

（91学生活動の振興一千葉県に生まれながら、泳げない学生の多いことに驚

6
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き、毎年夏休み前に、各学年の学生を近くの海水浴場に引率し、1泊2日の
合宿研修を行った。学内で潰れそうな吹奏楽団に指導の顧問を雇って世話を
して貰ったら、2年後には毎年市内のホールで定期演奏会を開くようになった。
㈲

高專生がtr

一トバイや自動車で起こす事故飼策一一一多くの高校がこれらを禁

止しているが、高奪は機械技術を専門とするもので、これらを正しく駆使でき
ないのは恥であるとして、県警にも協力を頼んで、学内で練習訓練をし、その
合格者に許可証を与えることにした。

2．高奪制度の可能性に対する期待
｛1）高校3年と短大2年に相当する現在の高専5年の制度は、創設以来、前期に高
校普通教育のカリキュラムを想定し、後期に専門教育を配置する教育課程を遵
虚してきた。しかしながら、早期専門教育の特色を生かすためには、この固定
観念を捨てて、より弾力的なカリキュラムにより、專門教育の効率をたかめる
ことが考えられる。5年生の卒業研究の発表会を傍聴する低学年生の生き生き
とした眼差しを忘れることが出来ない。
②

創造的な技術教育が期待される今日の日本では、高校・大学への入試準備に
煩わされないに高専こそ、若い青年の中に新しい技術開発の芽を育てる可能性
が豊かにあるように患われる。そのためには、伝統的な原理学習から応用研
究・技術開発の道筋ではなく、解決課題を出発点として、可能性を手と頭で模
干しながら、試行錯誤の申から能動的な原理を発見し、独創的な技術を創造す
る学習方法も実験に値しよう。（近年、高専で盛んなロボコンテストを見て）

㈲

かって理工系急増の要請に応えて、技術畑の「下士官」養成の目論見から生
まれた高遠が、その後の私学理工系の急膨張の古巣、今日ではむしろ希少価値
の有望候補となった。特に、殆どの高専が、各白票に配置された国立学校であ
り、その修学費が低廉なため、各地域の中産階層以下の有能な青年に理工系の
学習の機会を提供し、卒業後、それらを広範囲の地域に人材分布する機能を果

たし、将来の理工系技術者の育成に貴重な貢献を果たすものと考えられる。

7
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〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）

伊藤

隆（政策研究大学院大学教授）

小池聖一一（広島大学助教授）

所澤

潤（群馬大学教授）

村上浩昭（東京都立大学助手）

亘曖2003年6月IO臼

考え方︑高専も︑新しい学校の運営という問題について自分なりに

やってみて︑それが一つの成果があったという点では大変にありが

たかったと思います︒それは自分で選んだ道ではありませんが︑結

伊藤

西田

伊藤

西田

伊藤

西田

履歴書に書いてあったでしょう︒

そうなんですか︒

ええ︒七年間︑そこの学長をやったんです︒

あの渋沢さんのところですか︒

最後は女学館短大です︒

女学館短大も関係あるのですか︒

今圓は︑フィリピンへいく話ですね︒

小池

すから⁝⁝︒

西田

伊藤

それは車で︑ですか︒

いや︑とても通うことはできません︒片道二時間半かかりま

実際にそこからお通いになったのですか︒

往復をずっと六年間続けたわけです︒

家を建てたのですが︑そこから東京都を横断して木更津まで︑その

ました︒役所を辞めたときにいろいろ無理をして八王子の山の中に

騒ホ更津工業高専校暴在任申の重な仕事

果的にそういうことになりました︒

西田

東京女学館というのは︑今度︑渋沢さんの話を聞こうかと思っ

木更津工業高専の第三代の校長だったのですが︑正味六年間やり

伊藤

月曜日の朝に電車で木更津へご出勤と⁝⁝︒木更津には校長官舎が

いえいえ︑土曜日に八王子の家に帰って︑B曜Bを過ごして︑

西田

ありまして︑校長官舎に女房も一緒に移りました︒ときどき八王子

西田

前︑放送大学のことでいろいろやって︑五年間も宙ぶらりんになつ

の家を開けて風を通さないと︑腐ってしまいますから︒誰もほかに

て︑いま計画しているのです︒

ちゃった︒このときは一番欲求不満で︑ノイローゼになったような

家族はおりませんから︑土曜日に帰って︑月曜に出る︒自分のうち

それでは︑高専から始めましょうか︒高専に入る前に︑この

時代でした︒ところが︑それからあとで高専と短大の現場を回らせ

段階では⁝⁝︵笑︶︒そのへん全部︑お膳立てをして︑後始末を何

できたときには違うのですね︒国連大学も︑お膳立てして︑実行の

わったところでさようならですね︒その次の放送大学︒放送大学も︑

ろ出して︑例えば中教審もそういう教育改革のお膳立てをした︒終

理屈を言って︑ああすればいい︑こうすればいいと考え方をいろい

営に関する規定しというのをつくりました︒これで︑細かい点は劉

程度実行に移して︑実現できた︒最初に︑木更津高専の﹁組織と運

備・運営というようなことをいっていて︑その考え方をここである

私が大学局に正味＝二年おりまして︑庶務課長もやって︑学校の整

西照

小池

在任中の主な仕事をメモしました︒︵1︶学内諸規定の整備︒

考え方によっては︑家を二つ持っていたということですね︒

へ通勤したわけです︵笑︶︒

もしないままやめていく格好になったのが︑高専以降︑今度は泣い

として︑自分として一つよかったと思うのは︑立法的な機能と行政

てもらった︒一番ありがたかったと思いますのは︑役所でいろいろ

ても笑っても教育の現場に出て︑自分が害いっていたことがどこま

一つの学問的権威を持って︑学校のポリシーについての立法的な議

的な機能というものを分離することができた︒教授会というのは︑

やれたということを確かめる機会を与えてもらった︒非常にありが

論をするけれども︑実行するのは校長の責任なんだ︒校長と事務局

で実行できるのか︑実際の場面でぶつかって︑相当なものが実際に
たいことです︒女学館短大も︑昔︑中教審でいった大学改革という
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による行政機能というものは︑これは一応違う機能なんだ︒という

ところへ座っていて︑教授会で議論をして︑議長が運営する︒議論

あるわけです︒校長が司会をしない︒私どもは政府委員席みたいな

がおかしいと思ったら︑こちらも手を挙げて質問するわけです︒

のは︑大事な問題についての大きな政策的なものを教授会で考える

のは結構だけれども︑それを実行に移す場合の責任は全部学長が負

﹁今のあなたの意見は何だ﹂と︒自分が司会をしていると︑それが

教授会のなかで︑教授会が学校の重要事項について決定すると普

うのである︒教授会というのは責任を負えないのだから︒教授会の
をとらないわけです︒教授会が総辞職したなんて聞いたことがない︒

通は書いているのですが︑そこに明確に︑﹁学生の教育に関する事

できないのですね︒そういう運営をやりました︒

それは校長が責任を負うので︑校長はそれを︑社会なり︑文部省な

項について審議決定するしと限定しました︒学生の教育に関するこ

決定が︑間違っていたら誰が責任をとるのかといったら︑誰も貨任

り︑国に対して責任を負っているので︑それは全然違うのだ︒そう

とではなくて︑例えば事務職員の任免とか︑教育・研究ではない学

教授の人事や何かはどちらに入るわけですか︒

いう意味で︑政策決定に関して教授会が権威を持ってやるのは結構

伊藤

教授の人事ですか︒教授会で︑教授を任免するとか何かとい

校のそのほかの事務に関する問題まで︑学校によっては教授会が決

ある︒だからといって︑校長がやりっぱなしにした問題が全部宙に

西田

だけれども︑そこのところを私のほうが駄目だといったらやりませ

浮いてしまったのでは困るので︑ちょうど国会に国政の総合調査権

うのは︑教授会にそういう選考委員会をつくって︑適当な候補者を

定したりするのですね︒そういうことやらないということを︑規程

というがありますね︒そういうように︑教授会は毎年一遍︑校長が

出してもらってやる︒

んから︑ということをいっておったわけです︒しかし︑その結果に

やった施行のことについて総括的な評価をする︒そして︑これにつ

伊藤

の上ではっきりいったわけです︒

いて必要があれば校長に勧告するという総括評価権を持つというこ

ね︒

ついては責任を負う︒同時に︑そこに﹁運営全般の総括的評価﹂も

とにいたしました︒そして︑実際にそれを運営の面でやるために︑

西司広い意味で入るわけです︒

それは︑﹁学生の教育に関する事項﹂のなかに入るわけです

校長が教授会を司会することはやめたのです︒内閣総理大臣が国会
議長は誰がされたのですか︒

のをやった︒入ってきたときには︑基礎学系の教員と新入生を全部

た学生を学校になじませるための合宿のオリエンテーションという

その次にやったのは︑これは学生課長のときの経験で︑入ってき

小池

それは︑教授会で選挙してもらえばいいのですけれども︑ま

の議長やってはおかしいですからね︒

西田

連れて︑二泊三Bの合宿研修︒これは六年間ずっとやりました︒そ

教務主事はどちら側なのですか︒

おったのです︒高専をつくりだして︑無が経っていくうちに私立の

あ︑決まったほうがいいからというので︑教務主事︑学生主事︑寮
伊藤

教授会の中から校長が任命するわけです︒

理科系の学校がどんどん増えたものですから︑高専はもういいやと

こで初めて先生と学生が解け合う︑そういうことですね︒

西田

教授なのですね︒

いうので︑とまってしまったのです︒学校の規模として小規模すぎ

務主事とおりますが︑教務主事がやりました︒

伊藤

もちろん教授ですよ︒教授であって︑教頭みたいなところも

︵3︶学科の増設︒木更津高専は不思議なことに三学科でとまって

西田
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会館︑つまり︑学生自治会が完全な自治でやる学生会館というのを

︵5︶学友会館の新設︒これは学生課長のときの私の念願で︑学友

るからといって︑一年間議論しましてでき上がったのが︑﹁電子制

つくろうと︒これを学生課のときにつくったら︑早稲田とかお茶の

るし︑その点で︑学科を増設すると︒私が文部省へいって予算をと
御工学科﹂です︒これはなかなか先生方の学問的な議論というのは

水とかで大騒動が起きまして︑学生会館の管理権というのを取り合っ

・た︒そんなばかみたいな話が起きたわけです︒

大変でした︒この名前は私が決めたのです︒日本に初めてそんな名
前のものができた︒エレクトロニクスによっていろいろなコントロー

B本の生活に慣らすために全部寮に入れまして︑日本人の学生と同

導と︑両方同時にやらなければならん︒三年生に入ってきたときに︑

要するに︑日本語の教育に慣れるということと︑学問的なことの指

マレーシア︑インドネシアの留学生が三年生に入ってくるわけです︒

のころ文部省がやろうということで︑一番に手を挙げました︒中国︑

その次の︵4︶外国人学生の受け入れ︑というのは︑ちょうどこ

西田

溶媒

そうです︑全員加入制です︒これは学校がちゃんと認めた正

この学生自治会は︑やはり全員加入制ですか︒

して︑両方が判子を押したのです︒

うので︑校長と学生自治会の委員長とがちゃんと契約書をつくりま

ています︒しかも︑学生自治会に完全に自治をしてもらうのだとい

室︶を全部入れました︒ここに学生部長室も︑自治会室もみんな入っ

治会室・大会議室・小会議室・学生部長室・カウンセリング室・憩

大問題でしたよ︒

居して︑寮の日本人の四︑五年のできのいい学生をチュータ；みた

規のものです︒そのときにおもしろいのは︑学生自治でやるという

伊藤

いにして︑その部屋のなかで日本語のことからすべて世話をしてや

ことのなかには︑彼らが朝学校へ出てきたら︑当番のクラスを決め

ルをする︑今の近代的なコンピュータがそうですが︑そういう学科

るということをやりました︒そうすると非常に早く日本の生活にと

ておいて︑その当番が学生会館へいって鍵を開けて︑部屋の中の掃

ええ︒今度は︑ここでは私どもは初めから企画して︑建物と

け込んでくるし︑日常の言葉ができるし︒それから︑前に申しあげ

除をして︑トイレの紙を換えて︑そういうことを全部やらなければ

西田

たと思いますが︑そのチューターをしている日本人の学生の日本語

いけない︒物がなくなったら︑﹁それは自治会の責任だ︒自分らで

で︑電気工学科とは別につくったわけです︒これが通って初めてで

がよくなったと先生が驚いていました︒向こうの人が真似するもの

賠償しろ﹂と︒これは︑少なくとも私がおった六年間のおわりまで

してこれは相当な坪数があって︑さまざまなもの︵︹一階︺談話ホー

ですから︑千葉県の方言を使っていてはだめだと︒それから︑外国

それをやっていました︒

きたら︑ほかの高専がまねして︑ゾロゾロと同じようなのができま

人学生が日本語で勉強するのに一番困るのは︑日常会話はできるけ

この中にはいろんな部屡があって︑音楽を徹底的にガチャガチャ

ル・音楽演奏室・ビリヤードやパソコン付娯楽室・︹二階︺学生自

れども︑日本語のテクニカル・タームですね︒それを︑機械・電気・

やっていい演奏室がある︒これは完全な防音装置にしてある︒娯楽

した︒

土木の専門ごとに主要な日本語と外国語を対比した用語集をつくり

﹁校長︑やってください﹂といったら︑﹁俺はやったことがないんだし

室には︑日本中の学校で初めてビリヤードを高い金で据え付けた︒
いって︑あちこちへやりました︒漢字で書いたテクニカル・ターム

といって︵笑︶︒これはイギリスのジェントルマンの娯楽なので︑

ました︒これもまた︑うちがやったら︑ほかの高専が譲ってくれと
が一番まいってしまうのですね︒
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し︑仲間関係をつくる︑絶えず人の中におるということが大事なの

会館を見て感心しましたのは︑学生が大勢の集団の中で自由に交流

は︑﹁憩室﹂です︒アメリカにいったときに︑私がアメリカの学生

てある︒一一階に会議室や自治会の部屋をつくった︒ここで特異なの

間が集団を組んだときに︑三〇人程度までの人数ならば︑そこにひ

バードの学生寮を何十年とやっていたベテランのおじさんが︑﹁人

したことがありました︒しかし︑私がアメリカにいったときに︑ハー

団的な病理現象で︑そんなことは学生のやることではないしと説教

屋の中で牢名主が新入りをいじめていたのと同じなので︑これは集

年目に︑全校生徒を集めて︑﹁寮生が下級生を仕込むのだといろい

だが︑同時に︑時折独りになって︑農分で自分に沈み込む時間が必

とつの家族的な雰勝気がわいてきて︑おのずからモラルが生まれる

これくらいのことはやれと⁝⁝︒しかも︑そこにはパソコンが数台

要だということです︒この憩室というのは︑二階に一二畳くらいの

のだ︒それを超すと︑外から他律的なコントロールをしなかったら

ろなことをやっているけれども︑あれは要するに昔の江戸時代に牢

部麗がありまして︑飛行機のファーストクラスの旅客室と同じよう

秩序を守るのは非常に難しい﹂ということをいっていました︒そし

置いてあって︑娯楽としてパソコンをしょっちゅう触れるようにし

に立派なソファをずっと向こう向きに備えて︑そこはカーテンをつ

て︑三〇名のコミュニティーをつくってやることが大事だというこ

寄宿舎というのは︑ご承知のように︑森有礼が文部大臣のときに︑

けて薄暗くして︑その部屋へ入ったらものをいうな︑居眠りをして
の時間を持ってみうといいました︒なかなかそのようにはうまくい

旧陸軍の兵式体操をとり入れ︑軍事教練もやった︒寮は重ん中に廊

とも⁝⁝o

きませんで︑ときどきラーメンを買ってきて食べたりしている人も

下があって︑両側は寝室と勉強部屋ですね︒兵舎の内務班で︑﹁集

いいんだ︑次の授業をサボってもかまわんから︑徹底的に自分独り

いましたが︑趣露はそういうことです︒部屋のなかにきれいな額を

まれ！﹂といったら︑パッと出てくるような︑あれと同じなのです︒

昔の寝室のスペースを少なくして︑二段ベッドで寝るようにした︒

飾りまして︑一番後ろには︑アイザック・ニュ⁝トンの肖像画︒ニュー

すぎない︒自分が海岸で美しい貝殻を拾っているときに︑真理の大

勉強部屡はある︑寝室もある︒それ以外に︑三〇人単位のグループ

これを全面的に改修する︒これは文部省がなかなか文句をいいまし

海は目の前に何も分からないで波打っているのだ﹂と︑ニュートン

が︑勉強もしない︑寝もしないで︑仲聞でとことん徹夜でしゃべる︑

トンの英語でいった︑﹁私は万有引力の発見者だけれども︑人がど

のそういう感想ですね︒そんなものを自分の趣味でやりました︒会

そういうリビングルームがないのですね︒そのリビングルームをつ

たけれども︑思い切ってやらせてくれと⁝⁝︒

館の萬には池があって︑そこにロダンの﹁考える人篇の模造品を置

くりました︒そのリビングルームの隣には自分たちで炊事をする部

う思うか知らないけれども︑自分は海岸で遊んでいた一人の少年に

いた︒それだけは永久に残るだろうと思います︒

二五〇︑六〇人おるわけです︒この連中が︑やはり憲頭から事故を

経験です︒高専の寮というのは︑一年生から五年生までが入って︑

いる人出を邪魔してはいかん︒そういう生活のけじめがっくように

勉強をしている人間のところへいって︑邪魔をしてはいかん︒寝て

かまわない︒遊ぶ部屋をつくって︑そこで仲聞関係を持つ︒だから︑

屋もあるし︑テレビも据えてあるし︑マージャンも︑何をやっても

起こしました︒上級生が下級生をこき使ったり︑しごいたり︑いじ

という形で︑三〇人の群制度というものをつくった︒群長というの

六番目に学寮の全面改修というのをやりました︒これも学生課の

めたりということがしょっちゅうありました︒私は︑入ってから半
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が起きたら︑群長の責任なのだとする形で︑彼らが自分でコントロー

は五年生がやるわけです︒だから︑寮のなかで上下関係とかで問題

草抜きして⁝⁝︒人を雇ってはできないから﹁緑会﹂というのをつ

れが︑木が育つのを邪魔する︒植えた限りは︑それをしょっちゅう

てくると︑由から雑草とかいろいろな類が 緒に来るのですね︒こ

と何曜日に︑夕方五時にすむから︑一時間くらい草取りをやる︒こ

ルする︒寮務主事と校長は︑一年に一遍︑各群をまわって︑どこが
で寮の全面的な群制度というものの改正をやったわけです︒これは︑

の﹁延会﹂というのも私が出るまで続いていましたし︑学生も喜ん

くりまして︑校長と学生と全部ボランティアが入って︑毎週何曜日

最後の二年くらいだったのですが︑私が二年くらいで出ていくまで

で出て来ていました︒みんながみんなではありませんけれども⁝⁝︒

一番見事な共同生活をしているかというのを視察する︒そういう形

は動いておりました︒その後︑いろいろな問題が起こらなかったか

木更津のあの辺には立派な海水浴場がありますから︑そこへ全校生

学生生活の振興としては⁝⁝︑木更津にいってみて︑千葉県に生

徒を全部連れていって︑一こ口臼の水泳訓練︒最初にやるときには︑

ということを二年ほどしていったときに聞きまして︑やはりいろい

その次には︑高専というものが一般に知られていないので︑県下

やはり心配しましたねえ︒

まれて︑九十九里を抱えているくせに泳げない子どもがずいぶんい

の中学校へこれをPRする︒そのときに先生を派遣してもだめなの

事故があったら大変ですからね︒

ろあったようですけれども︑今でもこれを続けておると私は思って

ですね︒先生が︑﹁高専とは﹂というのをまともに説明できない︒

伊藤

私どもは︑学生主事なんかとボートに乗りまして︑ここから

ました︒話にならんじゃないかというので︑夏休みに入ったときに︑

それで︑図書館の二階の視聴覚教室を使って︑高専の説明という立

西田

います︒

派な解説のビデオをつくったのです︒これは放送大学のときのひと

地域の中学校は︑そこに一つの幹事校みたいなものがあるのです︒

足説明をすればいい︒千葉県の学校をまわる︒しかも︑千葉県の各

うとうやめたと書いてあった︒校長が︑もう怖いからやめたのでしょ

ませんでした︒ただ︑去年高専からの年報みたいなのを見たら︑と

り上げるように︵笑︶︒まあ︑これは四年間︑五年間︑事故はあり

ここまで泳げというまわりにいって︑もし沈んだら︑すぐに引っ張

そこヘビデオを預けておいたら︑いつでも学校が生徒指導のときに

うね︒これも合宿でいって︑よかったです︒

つの経験ですがね︒それを持っていって︑学校でみせて︑それの補

使えるというようなことをやりました︒これもおそらく木更津でやっ

卒業証書授与のあとで︑多少︑歌を歌ったりしますよね︒高専の吹

もう一つ︑吹奏楽団のことです︒入った最初の卒業式のときに︑

その次に︑学校環境の美化という形で︑三万坪のゆったりした校

奏楽団というのが五︑六人出てきまして︑楽器は持っているのだけ

たのが唯一でしょう︒これは放送大学の経験が生きたわけです︒

庭のまわりにいろいろ木を植えたりして︑私は自分の趣味で︑寮の

れども︑しばらくやると︑人数が足りないものだから︑そのタクト

︵笑︶︑免状をもらったら︑また下りてきてタクトを振る︒なんかか

近くにはコブシを植えて︑卒業が聞近になるとコブシの花が咲く︒

からはメタセコイヤを植える︒これを千葉県の田舎から植林業者に

わいそうだなあと思いまして︑﹁おまえたち︑楽器は幾らでも学校

を振っている学生が名前を呼ばれると︑﹁はいつ﹂といって⁝⁝

頼んで持ってきてもらったら︑あの校舎というのは平地を耕してつ

で買ってやるから﹂と︑指導の先生をほかの高等学校へ頼みました︒

四月になると︑入学式の講堂のまわりに桜が咲く︒入った正面玄関

くった校地ですから︑地面が古くない︒そこへそういう植木を持っ
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徒がオートバイや自動車事故を起こすということです︒毛更津でも︑

こす事故対策についてです︒高等学校やその辺で一番困るのは︑生

次は︑これも珍しいのですが︑高専生がオートバイや自動車で起

やれば︑やるのですよね︒

ました︒これは今でもやっていると思います︒学生は︑元気づけて

西田

形ですか︒

所澤

西田

揮藤

ということは︑免許を取った上で︑さらにこれをやるという

そうです︒

一八歳になれば自動車も運転できるわけでしょう︒

ということにしてあるわけです︒

そこの練習所である程度の資格を取らないと︑学校が許可書

オ⁝トバイを乗り回していてでんぐり返って︑頭を打って下半身不

のですけれども︑それだけでは許さん︒学校の練習場でちゃんとやっ

西田

自由になった子が出ました︒こうなると︑千葉県は全部の高等学校

て︑指導者がオーケ⁝をした者だけに学校としての許可書をやる︒

を与えない︒学校の許可書をもらわないやつは乗ってきてはいかん

が学生にオートバイ使用を禁止︒自動車はもちろん︑まだ免許を取っ

そうではないやつは闇だから許さん︒それはきちんとルールを守れ

あれは︑いい指導者をつけると︑めきめきと上手になりますね︒そ

ちゃだめだというのをやっているわけです︒うちはどうするかとい

ということを︒エンジニアになるのだからね︑そうでしょう︒自動

の二年後には木更津のシティホールで定期演奏会をやるようになり

うので︑私はこういつたのです︒﹁工業高専というのは︑機械を駆

車なんかを怖がったってしょうがない︒といって︑私は運転できな

ビリヤードと同じです︒

ワッハッパッハッパッ︵笑︶︒

免許を取ってもね︒オートバイだって最低限度の技術はある

使できる人間を作るところだ︒人間が百年も前に発明したオートバ

いのですけれどもね︵笑︶︒

西田

高専制度を六年問やってみてしみじみ感じたことですが︑第

圏高専制度の可能性に対する期待

西田

一同

イや自動箪を運転できないでどうするんだ︒積極的にやるべきだ︒

校庭の中に︑それを練習させるところをつくる篇と︒県下の高等学
校は全部禁止しているのに︑木更津高専だけはやると︒下のほうの
年齢は高等学校と同じですからね︒これをやるのに千葉県の県警と
根談しましたら︑県警が警察庁に話しをした︒警察庁の交通局長と
いうのが︑私の高等学校の同級生だったのですね︒県の警察に︑
﹁それは木更津高専を徹底的に応援しろ︒これはいいことだ︒事故
防止というのは︑とめることではなくて︑練習させることだ﹂と︒

更津高專だけは︑オートバイを乗り回し︑自動車の免許を取れるよ

たときのカリキュラムの指導が悪いのですね︒下の三年間は︑高等

この五年間というものは︑創設以来︑これは文部省が最初につくっ

一番目に︑高等学校三年と短大の二年に相当する五年間なのですね︒

うにしたのです︒これは︑僕は間違っていなかったと思います︒し

学校のカリキュラムとほぼ岡じものをやっていました︒そうすると︑

うまくいきましてね︵笑︶︒そのかわり︑やはり心配しました︒木

かし︑これはほかの高等学校はあまり真似しませんでしたね︒警察

三年間高等学校をやって︑あとの二年聞で専門教育をやるような︑

そういう型ができてしまっているのです︒私は︑それでは高専が何

の交逓課もずいぶん練習なんかを手伝ってくれました︒
苦境

のために五年間一緒にしたのか分からない︒早期専門教育という特

やはり効果は大きいものですか︒警察が協力して練習すると︑
効果は非常に大きいのですか︒
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のときからショックを与えて︑ある種の専門教育というのを一年か

ければいかんのか︒しかし︑面白そうだという形で︑学生に一年生

が五年置の研究発表を聞いていて︑俺も三年たったらあれをやらな

の発表会がある︒これに一年生を出そうじゃないか︒一年春の連中

やっと始めたのですけれども︑五年生が卒業間際になると卒業研究

ラムによってやれるようにしょうと⁝⁝︒それで︑おわりのほうに

色を生かすために︑この固定観念を捨てて︑より弾力的なカリキュ

まう︒﹁あ︑そうか﹂といって︑頭がそれを追いかけていく︒作業

を全部書くのではなく︑書きながら考えていく︒手が先に書いてし

たのですが︒作家が独創的な作品をつくるときに︑頭で考えたこと

人間の手と頭で同時に考えていく︑私はそういうことをしきりにいっ

て︑その課題を解くのにどうするかというのでいろいろな可能性を

そういうステップではなくて︑課題解決というのをまず問題に出し

う︒そのために︑伝統的な原理学習から応用研究・技術開発という︑

ないはずですから︑本当に高専で青年期から技術開発の芽を育てよ

のが出てくるのではないか︒だから︑高専で基礎的な原理を習うこ

らやらせるようにしょうじゃないかということをいったのですが︑

私はあのときに感じたのですが︑特に基礎教育のほうの先生の採

とが大事だけれども︑そこから順番に演繹的にやっていくのではな

するということと︑考えるということが︑いずれが先か後か分から

用を︑高等学校をやめた先生を県立の高校からもらってきたりした

くて︑自分の経験の積み重ねから︑試行錯誤のなかから能動的な原

これは現職の先生方が非常に抵抗しました︒自分たちの持分の教育

ら︑あまりいい先生は来ないのですね︒意識的に募集して採ったの

理を発見する︒発見した原理というものは︑自分が発見したんだと

んくらいの︑そういうダイナミックな形でいったときに創造的なも

は予備校の先生です︒予備校の先生というのは︑教え方について非

思うくらいにならなくてはいけないので︑そういう教育の仕方があ

をやりたいようにやっていくというやり方でね︒

常に工夫し︑努力しています︒あれは︑ヘタをやると生徒が来なく

るのではないかと︑これもいろいろ議論しましたけれども︑なかな

これはやはり︑規則的に決まっているわけですか︒

しょう︒今は大学まで参加しているロボットコンテストね︒あのロ

なってしまいますからね︒採った限りでは︑その先生方が皆よかっ

伊藤

それは︑小・中学校のように学習指導要領があるわけではあ

か動き出しませんでした︒そういうことがやれなければ高専の存在

西田

ボコンに嬉々として取り組んでいる生徒たちの顔というのはいいで

たです︒積極性がありますし︒しかしなかなか︑カリキュラムの全

りませんから︑文部省がつくったときにそうしたというだけのこと

すよね︒あれは半分遊びもありますが︒ああいうところで先生方も

理由はないのではないか︒

で︑学校自身がどんなカリキュラムの組み方をしてもかまわないの

思いつかないようなアイデアがどんどん出てくる︒こういうものが

体改編まではとてもいきませんでした︒

です︒制度上は︑高専にはそんな制約はありません︒ただ︑先生方

高専教育の特色であるべきではないか︒これを︑こういう新しい教

日本が新しい技術を開発できるようにしろと︑そういう意図がある

高専をつくったというのは︑創造的な技術教育を日本でやって︑

があるのではないかということを非常に考えました︒

けです︒手と頭とで同時に考えていくというような教育訓練の仕方

育方法の開発︑独創性の教育というのは︑まだ方法論は何もないわ

高専の﹁ロボコンテスト﹂が︑NHKが主催になって流行ったで

が保守的な形になってしまっている︒

はずなのですが︑中学から高校︑大学へ入る入学試験というもので︑

伊藤

前期三年間は普通の高等学校と同じような教育をやっていた

そういう技術的なものと関係ない受験勉強に振り回される︒これが
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ら︑生徒のなかに欲求不満が生じませんか︒せっかく高専に来たの

﹁自分は電気工学のこういう部分だし﹁俺はエレクトロニクスだけだ﹂

四︑五年だけになっています︒

という専門になっています︒そういう先生がまともに教えるのは︑

わずか二年というのは凄く短いですよね︒

に︑高等学校と同じでは︑というような⁝⁝︒

西田
伊藤

交流させるというか︑教員を動かすことは制度上できないの

生徒は学校のお仕着せをただやっているだけのところがあっ

て︑不満というほどではないのですけれども︒むしろ︑積極的に卒
所澤

ですか︒

業研究を見せるとか︑いろいろな形で溶け込ませていけばいいので
すけれども︑非常にリジッドな授業時闘割が決まっているものだか

西出

した︒

でした︒教育改革の問題は︑ここではなかなか軌道に乗りませんで

でしょう︒先生が新しい荷物を背負うのはいやだから︑それもだめ

とをやらせることになったら︑前もって先生は読まなければいかん

と︑先生がまず外国文献を一度も読んでいないのですね︒そんなこ

うじゃないかとやったら︑これも先生が反対しました︒聞いてみる

し︑外国の技術に触れるための訓練としてそういうゼミをやらせよ

国文献を読んで︑それのゼミをやる︒それは外国語の勉強にもなる

五年になってきたら︑外国の新しい技術開発の状況を見るために外

ればだめです︒そのときに一番びっくりしましたのは︑上級生で四︑

これは︑学校自身が教育方法の改善をやるという形で取り組まなけ

西田

伊藤
しかし︑授業時間がわりあいギッシリ決まっていますからね︒

でも︑課外活動や何かで多少緩和できるのではないですか︒

いうのが豊橋にできて︑この大学の三年生に入っていくわけです︒

卒業した連中は︑どうしても学問を続けたいやつは技術科学大学と

西田

しまうと思いますけれども︒

伊藤

西田

いうだけのことですね︒

取々

それはどうですかねえ︒

学校卒業という資格になるのですか︒

観藤

仮にそういうことがあるとすると︑またそういう枠ができて

観藤もう決まっちゃっているわけですか︒

年間︑第三代目の校長までですから︑まだ十年程度でしょう︒

んわけです︒私がいったときには創立何年でしたか︒それだけの数

れば︒そのかわり︑先生方が本当に交流しあってやらなければなら

いや︑制度上できないことはない︒カリキュラムを組んでや

ら︑そのままおとなしくやっているという格好です︒

所澤高校課程のところと短大の部分と︑教員は同じ先生がやって

そして︑大学院までいける︒そういうコースはできたわけです︒

ゆる国語︑社会︑数学︑歴更という︑高等学校と同じ普逓科目の先

西田

西田

ね︒

所澤

卒業資格をもらえたかどうか︑ちょっと忘れました︒高専を

あるいは︑前期三年がおわったところで仮にやめたら︑高等

そのとおりにやってきたことをそのまま続けていけば楽だと

いるのですか︒それとも︑かわるのですか︒

生がぞろりとおるわけです︒ただ理科系ですから︑もちろん数学と

か軌道に乗りませんでした︒最後のところは︑ちょうど私は高専制

東大の工学部も三隼生から全国で一〇人くらい入れています

か︑理科とか︑化学とか︑そういう関係の先生は多いですけれども︑

度ができるときに大学局におったのですが︑理工系急増ということ

下のほうは普通の基礎教育ですから︑基礎学系という︒いわ

それは基礎学系というグル⁝プにしてある︒専門学系のほうは︑機

が財界からいわれている︒そのときに︑大学の工学部を急に増やせ

そういう意味で︑試行錯誤をいろいろやりましたが︑なかな

械︑電気︑土木という学科ごとの教授になっています︒これはまあ︑
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げるような分野でどんどんやって︑極端な場合には︑旧制高等学校

年間を一緒にとらえてみますと︑学校のキャンパスの中でのお互い

んから︑いわゆる軍隊でいえば下士官ですね︒そういうものが戦前

の交流で︑大人も子どもも双方影響するところが非常に大きいとい

みたいにしたらどうだとありました︒本当のりベラルな学校にした

ところが︑高専ができてだんだん増えている間に︑私立がバーン

うことで︑この点は確かに面白いものだと思っています︒

の高等専門学校にあった︒もともとの目論見は︑あれに相当するも

と増えたのです︒私立の理工系の工学部がわんさと出てきて︑高専

今︑高専というと︑みんなロボコン︒

らどうかというのもありました︒一五歳から二〇歳という︑この五

より数の上でも圧倒的に大きくなってしまった︒高専はむしろ希少

伊藤

ええ︑ロボコンだけが有名になりましたね︒

のをつくってくれというのでつくったのです︒

価値になったのです︒だから︑現在ではそういう下士官養成ではな

西田

人の子どもがずいぶん多いのです︒理科系の勉強が安い授業料でで

の職業としては︑自動車の運転手とか︑漁師さんだとか︑そういう

ますと︑千葉県の九十九里浜とか銚子の辺から︑中産下層階級︑親

更津で見ていて感じましたのは︑親の職業とかいろいろなものを見

彼が︑﹁西田がやめているから︑フィリピンに次にこちらから派遣

う沼津高専の校長をやった男で︑東京工業大学からいった男です︒

力の仕事で工業関係のものを世話しているのが慶伊︹富長︺君とい

高専をやめて︑何をするとなしにおりましたら︑JICAの国際協

西田

圃﹂一CA技術媛助事業によるフィリピン派遣

くて︑むしろエリート養成みたいになってしまった︒私が木更津に
来たときにいろいろ調べて分かりましたが︑ほとんどの高専が︑文
部省は各府県一つずつつくりました︒その府県に配置された国立学
校ですから︑授業料が安い︒寮もあるわけです︒その県下で︑非常

きるというのが高専なのです︒私立の理工系はべらぼうに高い︒県

する人には西田を引っ張り出したらどうか﹂という形で︑私に声が

に安い授業料で理工系の教育を受けられる特別な学校なのです︒木

下の中産階級以下の知的エリートを集めて教育をして︑卒業になる

かかったわけです︒

りは少し高いレベルの人がたくさん来ています︒そういう意味で︑

ベルからいいますと︑少なくとも一般の私立学校へ入っていく人よ

のはそういう役割をしています︒しかも︑彼らの中学時代の知能レ

が︑千葉県で水を吸い上げて︑全国にばら撒いている︒高専という

葉県以外にバーツと全部散っていくわけです︒私はよくいうのです

す︒いかにも内容がお粗末だから︑そこのなかに総合研究訓練セン

校がバンバンと二段階で大学になったようなお粗末なところなんで

d巴く霞臨蔓oh勺瓢︸首嘗⇒①ω︶ですが︑いってみたら︑昔の職業学

いうのがあるのですが︑この工科大学というのはTUP︵6①筈鳳︒巴

プロジェクトをやりましょうと約束をした︒フィリピン工科大学と

主な派遣の任務は︑福田︹赴夫︺総理がいって︑工業教育刷新の

次は︑JICAの関係でフィリピンにいきました︒これは︑

と︑財界のほうも︑大学卒業生に負けないくらいだという形で︑千

非常に社会的な大きな意味もあるのではないかと思っております︒

いうのですが︑何も研究なんかしておりはしないのですが︑こうい

ターIRTC︵H艮Φσq冨け巴菊Φω①胃9讐鋤弓謎巨茜OΦ馨霧︶と
常に面白いことになっていくだろう︒だから中教審でも︑高専は工

うものをつくって︑五ヵ年間︑そこで向こうの先生の卵をエリート

あと︑ここで非常に良い教育をやっていけば︑B本の教育界で非
業だけではなくて︑例えば音楽の教育だとか︑早期教育の効果をあ
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教育しよう︒それへ日本も援助しようということになったのです︒

めました︒それからぶらぶらしていました︒

生方の総括と︑今までの五年間の総括評価をやるということで︑チー

年に︑締めくくりで向こうへいって︑いろいろなアドバイザーの先

ら田本へ呼んで訓練する︒これをずっと五ヵ年間続けてきた最後の

という大学があるのですが︑私がここで気がついて大変だと思った

てみて︑教育制度は︑六・四︒それから︑上のほうの四年から五年

Pは二〇分の一︒平均気温は二七度︑五月から十月が雨季だ︒いっ

た感想を申しあげますと︑人口がB本の半分で︑国土は八割︑GN

﹁この国の一般的な社会事情﹂と︑フィリピンのことで私が感じ

フアドバイザーとしていってくれということになったわけです︒J

のは︑小学校六年生のときには︑同年齢層人口の六七％が一応入っ

建物に一〇億円︑研究機材で六輝︑派遣が五〇名くらい︑向こうか

ICAから任命されていった形です︒

が六七％で︑国民のなかに学校へいかない人が道端で物を売ってい

ています︒義務教育が一〇〇％にいっていないわけです︒それが中

る︒初等教育の充実ということをやらなかったらフィリピンの教育

これで唯一個人的にありがたかったことは︑外務省の派遣職員と

在外加俸というものです︒

は軌道に乗りませんといったのですが︑この点が実に情けないとこ

学四年になると四割になる︒わりあい大学のほうまでたくさんいく

小池

日本内地は︑娘に頼んで︑もらった月給をためておいてもらっ

ろです︒これはやはり全体の貧困ですね︒

いうのは︑向こうへ出かけていっている間に日本内地で昔もらって

西田

三三％︒

のですね︒三六％︒私は途中で文部大臣に呼ばれていろいろ話をし

て︑それだけ残ったわけです︒初めてお金に少し余裕ができました︒

伊藤

中学までは義務だといっているのですけれども︑ほとんどい

いたような俸給をくれるのですね︒現地は現地でくれるのです︒二

というのは︑自分の退職金をはたいて家を買って︑その家のローン

西田

たときに︑フィリピンの最大の問題は︑大学ではなくて︑義務教育

の借金を木更津高専で六年間働いた金でやっと戻しました︒まだ住

重に月給をもらうのです︒

宅公団の安いのがなくて︑住友銀行から借りました︒だから︑家の

なくなってしまう︒今のTUPは大学だといっているけれども︑職

業学校が大学に昇格しただけだ︒政治情勢がひどいところでして︑

からいわれて用意していたら︑マルコスのクーデターが起きたわけ

これは︑前の木更津高専から一年くらい空いているわけです

ために高専の月給を全部はたいた︒初めてここで金が少し残った︒

伊藤

六十一年三月十六臼でしょう︒高専をやめた翌年の三月です︒

です︒危ないからといって︑それから一〇露間延ばしました︒それ

私がまいりました昭和六十一年の三月︑こちらを出発すると外務省

西田

高専をやめてから︑ここにいくまでに一年くらいありますよ

ね︒

伊藤

野瀬

伊藤

西田

八王子の私の家の近くに大学セミナーハウスというのがあり

ぶらぶらされていたのですか︒

そうですね︑このときには⁝⁝︒

ですね︒治安が非常に問題で︑そういう情勢ですから︑いった当初

ている人がいると︑みんな見物に来るのです︒なんとも陽気なもの

町の中で反乱軍と政府軍が鉄砲の打ち合いをして︑血を流して倒れ

た︒フィリピンの人というのは楽天的ですね︒クーデターが起きて︑

から一年七ヵ月おりましたあいだに︑クーデターが五回もありまし

まして︑あそこの理事をやってくれというので手伝いにいったこと

に︑日曜日に女房と一緒にマニラの町の盛り場を見物に歩こうと出

ね︒

がありました︒しかし︑あまりうまくいかないで︑半年くらいでや
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こへいくにも自動車でいって︑デパートから出てくるまで運転手を

自家用の自動車を買って︑運転手も自家用の運転手を丸抱えで︑ど

まうから︑よせというわけです︒休みの日に出てはいかん︒全部︑

たら︑道端からワット来て囲まれたら︑中で全部むしりとられてし

ていったら︑大使館から叱られました︒臼本人が休みの日に外へいっ

身代金が養謹呈筥︑9・σ援護鉱︒⇒が誘拐︑厳の霞σq魯受が反乱︑上官

三井物産の若王子︹信行︺さんも人質になりましたね︒それから︑

西田

小池

こもくというのはごみのことですか︒

漢字があるはずです︒

西田

ごみです︒あとは︑σq鎚欝というのが汚職︑げ○の窮σq①は人質︒

今でいう︑生ごみですね︒こもく箱というの︒字引を見たら︑

そこに待たせておく︒そういう︑実に贅沢な生活ですね︒

これは英単語と書いてありますが︒

な大学とか高専から人が来るのですが︑日本の専門家がフィリピン

みて︑五年もやっているのですが︑日本から︑次から次からいろん

抵抗︑待ち伏せ︑粛清︑こういう誠に恐れ入ったような言葉を新聞

伊藤
英語の単語を覚えたんです︒

の工業技術というのはどういう状況で仕事をしているのかという現

情けない生活⁝⁝︵笑︶︒

西田
これは英語ですか︒

場を知らないわけです︒私は︑マニラのそういうところを組織的に

伊藤

伊藤

ええ︒ω鋤琴bゆσq鶏＄というのは︑貧乏な子どもが︑道端で自

見学して歩くことをいたしました︒

から覚えたわけです︒町の真ん申でそういうことが平気でやられて

動車がとまったらワーッと集まってきて︑ω嚢︒ヨb効σqg詳9Dという首に

そういうところというのは︑どういうところですか︒

情けない︑もヶ軟禁状態みたいなものです︒そういうところ

かける花輪を売りにくるわけです︒これがみんな小学校の四︑五年

伊藤

町工場です︒まずめぼしいところがないところですから⁝⁝︒

西田

くらいの子どもが︑交通信号がとまったら動けないくらいに取り囲

西田

大きな工場はあまりないわけですね︒

いる︒ちょうど︑マルコスが逃げたので︑アキノ夫人が大統領にな

んできます︒あと覚えた英語というのが︑σq霧び9σqΦ︑こもく︒

西田

こもくというのは何ですか︒

伊藤

高専の︑このTUPの卒業生がいっているようなところを教

で一年七ヶ月おりました︒そこで︑現地で新聞を見ていて覚えた単

伊藤

道端に物が山のように捨ててあるわけですね︑こもくが︒

西田

りましたね︒アキノさんは空港で暗殺されたのですからね︒そうい

西田

こもくというのは日本語で何ですか︒

えてもらって︑いきましたQ

語を書いてみました︒

伊藤

こもくといわないですか︒こもくというのは字があるのです
五目御飯とか︑そういうのですか︒

四億何千万の物を送ったわけです︒その九〇〇点のリストが︑一体

西田

伊藤

ええ︒機械・電気・土木の三分野に︑過去五年間︑日本から

町工場みたいなものですか︒

そういうところで私にできた仕事というのは︑一番最初にいって

うところでした︒

西田
かね︒

小池

こもく︵芥︶というのは関西語ですか︒自分の子どものとき

どこに保管されて︑どういう目的で使われているのか︑それをはっ

そうかもしれませんね︒広島は使わない？

でやりだしたわけです︒パソコンを据えて︑やってみたら︑二割く

きりさせようと思って︑全部その一覧表をつくろうとして︑私一人

N

使いませんね︒僕も関西生まれなのですけれどもね︒
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こもく箱といいましたからね︒関西の言葉ですか︒

小字か西
池藤ら田

らいどこへいったのか分からない︒

西珊

その大学のなかの若手の教員ですね︒今後の教員の候補者に

そうでないものと仕分けをしました︒それでないと︑まだ予算が続

にこれは機械のほう︑電気のほうと︑専門分野に使われるものと︑

というのは︒それを一覧表にして︑現物にレッテルを貼って︑確か

たのではないかと︒よくいわれますね︑政治家の懐へ入ってしまう

西田

て鍵がかかっているだけで︑一向に使われていないわけです︒これ

来ないわけです︒だから︑その実験機材というのも︑棚の中に入れ

たら︑そうではないのですね︒大学の学生は研修センターへ授業に

だ︑この人たちが一所懸命勉強しても︑大学の授業をやるのかといっ

中は︑一般的に見て︑素質は非常によかったようですけれども︑た

た先生がはりついて研修センターで指導しているわけです︒この連

なるような人を︑そこの訓練センタ⁝の研修生として︑日本から来

いていまして︑次に買うものに無駄がないように︑そういうための

はあとで申しあげますが︑実験機材を送ったら︑それで喜んで実験

物がですか︒

リスト作成をやった︒最終的に二割ほど行方不明になったというこ

をやるだろうと思うのが大間違いで︑全然そういうことがないので

伊藤

とで︑さすがに心配して日本から会計検査院が調べに来たりしまし

す︒

そうです︒物がないから︑結局︑それはお金のうちに流れちゃっ

た︒それから︑TUPの学長や学部長と定期的に会って︑我々が専

次は私のやったことのなかで一番大きな形で実施できたことです︒

が︑これだけは︑本当の水際で︑最後に学長が教授会にかけて工学

門家で見ている範囲でのいろいろな問題点︑工業教育のことで︑向

その次に︑今の訓練センターのプロジェクトが︑これを大学のな

部の必修科隠に取り入れようというところまでいきました︒そのと

工業教育を改善するために︑B本の大学で行なわれているエンジニ

かにつくったというのですけれども︑大学の学部と関係なしに特溺

きに︑一体卒業研究というのはどういうものか説明するのが大変な

こうのカリキュラムの改善などにいろいろ意見をいうというのです

な訓練センターですが︑ここでやっていることが大学教育にどう結

のですね︒プロジェクト・スタディという︑プロジェクトというの

アの教育では︑その最後にテーマ別の卒業研究がありぎすね︒これ

びつくのかというのを何も制度上決めていなかったのです︒その辺

はどんなものだというのを説明するときに私はいったのですが⁝⁝︒

けれども︑これはなかなかいうことを聞きません︒教授会に諮って

の根本的な改革をしなかったら︑大学の改革にならんじゃないかと

私はここへ来て一年半︑このTUPの大学へ朝家から出かけてくる︒

をやらせようとして︑大学の学部長と喧嘩するみたいになりました

いって︑これをやろうとしましたが︑なかなかできませんでした︒

フィリピンはスコールがあって︑その立派な大学だといわれている

どうのこうのといって⁝⁝︒

せいぜいそれらの若い人がB本に留学して帰ってきて︑まあ︑エリー

まわりが水浸しになって︑自動車が入れないのです︒それが一年に

まわりの洪水はなぜ起きるのかというのを一つのテーマにする︒そ

トにはなっていましたけれども︑だから工学部の教育がどう変わっ
これは大学にくっついているんですか︒

れを研究しようと思ったら︑一番にフィリピンの気象状況で雨量と

何圓となしにある︒僕だったら︑卒業研究のテーマに︑この大学の

儲藤

訓練センターは大学の付属機関みたいなものなのですけれど

たというところまではいかないわけです︒

西韻

いって︑地勢がこう斜めになっている︒フィリピンの町の下水道が

いうものがどうなっているか調べる︒それから︑今度は︑土地から
入ってくるのも︑大学生ではなくて︑金然別に︒

も︑大学のカリキュラムとは何も関係ないわけです︒
伊藤
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ことを全部調べ上げて初めて︑なぜ洪水が起きるのか︑これを防げ

どれだけ整備されて︑どれだけうまく管理されているか︑そういう

フィリピンでは︑そういう偉い人はみんなワイシャツを着て︑あご

らびつくりしたのです︒なぜあれがホワイトカラーなんだ︒昔から

ぜようとしたら︑﹁先生︑そんなものは作業員にやらせてください︒

で人を使って仕事をする︒エンジニアというのはホワイトカラーだ

その次に︑自分らでテーマを決めさせたときに学生がいってきま

先生はそんなことをするものではない﹂というのですね︒自分で肉

ないのかということができるはずだ︒そういうことを一年間かかっ

したのは面白かったですね︒フィリピンで︑暑い最中に稲を買って︑

体的なことは︒この先生が怒っちゃって︑﹁ばかいうな︒これをま

と思われているのです︒その証拠に︑土木学科の先生がコンクリー

あれは二毛作か三毛作かやっているのですよね︒それを乾燥して精

ぜて︑ここへ水を入れて︑これをなめてみろ︒この味でコンクリf

てやる︒そういうものがプロジェクトなんだといったら初めて︑

米しようという繭の干しているうちに︑雨が降ってしまって︑みん

トの良し悪しが分かるのだ︒エンジニアというのはそういうものだ﹂

トをつくる実習をやらせて︑先生が砂と砂利を自分がシャベルで混

な腐ってしまう︒それを︑天日で自然乾燥ではなくて︑乾燥させる

と︑そういうことを身をもって教えるという形で土木の先生なんか

﹁面白そうだな﹂という顔をするわけです︒

乾燥機をつくりたいというようなことを︒それはいいじゃないかと︒

は苦労したといっていました︒したがって︑実験機材を贈与しても︑

も向こうでエンジニアとしてそれだけの地位を持つためには国家試

これは教授会のほうに納得させるのに往生しましたが︑その後続い
自分がやってきたプロジェクトの総括的な評価というのは︑私の

験なんです︒国家試験を受けたらなれるのだから︑やったら当然結

それを積極的に活用しない︒これは結局︑ホワイトカラーで︑しか

感想みたいなものです︒我が国とまったく気候風土の異なる国に対

果が決まっているような実験なんかをやってもしょうがないという

ているだろうと私は思うのですけれども︑分かりません︒

して︑工業教育の刷新を援助するというプロジェクトを立てたわけ

のです︒そんなものは暇つぶしだと︒そんなことをする暇があった

受験勉強だけでエンジニアになろうとするわけです︒

ですが︑この国の産業についての実態を何も知らない︒技術需要に

ペーパーで︑ですか︒

ら受験勉強をしたほうがいいと︒それで︑みんな実験をやらないで︑

備知識のない専門家によって︑あちこちからバラバラにやってきて

伊藤

ええ︒国家試験そのものがペーパーテストだけですから︒そ

ついての幅広い基礎検討が必要だが︑これが実際には︑ほとんど予
やっている︒B本での自分の経験の範囲内でやっているという形で︑

西田

ういう点ではとてもだめだと感じました︒

この国の技術開発に対して定着するというところまでいかなかった︒

その次に︑工業教育には実験実習が基本であるというのはわが国
けたのですね︒あとの四︑五十年はアメリカがやったのでしょう︒

うものが欲しい︑ああいうものが欲しい﹂と︑みんなが思いつきで

た︒そのリストを整理してみると︑それぞれの専門家が︑﹁こうい

実験実習に関心が乏しいために︑二〇％が行方不明になってしまっ

だから︑スペインの文化というものが根付いてしまった︒スペイン

やるものですから︑一番基礎的なものが系統的に整備されていなかっ

では常識であっても︑フィリピンはスペインの支配を四〇〇年間受

人がやってきて︑現地の人をあごで使った︒技術を卑しんで︑ホワ

たことがわかります︒お金の無駄遣いですね︒

卒業研究が一つの成果だったと思いますけれども︑研修センター

イトカラーだと︒というのは︑フィリピンの新聞を見ていましたら︑

﹁弁護士とかエンジニアというホワイトカラー﹂と書いてあったか
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入り込んでいくことができなければ︑本当の成果としてはならなかっ

をTUPの制度上にうまく取り入れて︑大学の教授会の中へうまく

で一ヵ月の利子が一四％︒いま定期預金でもないですよ︒今は○・

のフィリピンは︑普通の銀行にお金を預けておりますと︑普通預金

ていまして︑これは太陽熱の利用のことをやっていました︒だから︑

境を生かした技術開発︺をやっていたのですが︑ドイツも手を入れ

日本の工業技術はこんなこと︹太陽熱・集中豪雨など特有の自然環

ものは出てこないのではないか︒現に︑あそこにいっているときに︑

う天然資源を活用するようなエンジニアリングをやらないと独自の

う︒こういうところでは︑太陽熱だとか︑集中豪雨だとか︑こうい

すね︒だから︑炎熱の熱帯というところとはまったく気候風土が違

が︑テクノロジーというのはほとんど北半球の寒冷地でできたので

最後に欄人的な雑感として︑これは私がそのときに感じたのです

銀行︑デパート︑店舗に︑ライフルを持った警備員が全部立ってい

命軍が消えないというのは︑この貧困がある限りだめですね︒町の

フィリピンで︑南のミンダナオで共産主義︑それからイスラムの革

がもともと地主の出身ですから︑絶対に変わらないのです︒だから︑

から変えなければならんというのですけれども︑アキノさんなんか

て︑田舎のメイドさんは貧乏だと︒土地改革をやって︑農業のあれ

はブクブクと膨れているわけですね︒そういう一方の金持ちがおっ

それを︑敷金を取り︑家賃を取って︑その家主のおばさんというの

西田

伊藤

それが一四％ですからね︒そこで金利がどんどん浮いてくる︒

定期預金だって○・○ですからねえ︒

○何％︒

そのへんの新しいオリジナリティーをつくりだしてやらなければだ

るのですね︒そうでないと危ない︒これをまず解決しなければだめ

たのではないかと⁝⁝︒

めだ︒北半球のまねをしてもだめだと︒

で︑私はマニラの高層マンションにおりまして︑部屋が七つか八つ

と思うのですが︑日本から派遣されている専門家といわれている人

家といわれる人たちがだいぶ来ているわけですね︒先生も会われた

所澤

ですな︒

あるんです︒私のマンションの一日の部屋代が︑私が雇っているメ

たちは︑フィリピンの場合はどういう方が入っているのですか︒

もうひとつ︑感想ですが⁝⁝︒この国の貧富の格差はひどいもの

イドさんの一ヵ月の給料︒そのメイドさんを三人も雇う︒人助けだ

西田

フィリピンのことでちょっと伺いたいのですけれども︒専門

というのです︒田舎の人は貧乏なものですから︑都会の私どもがメ

ぶのでしょう︒五︑六人来ていましたが︑大学は︑日本大学の船橋

のでしょうけれども︑持ち主が違う︒持ち主はでっぷりしたフィリ

うのです︒コンドミニアムという︒建てたときには一緒につくった

のマンションは二十何階建てですが︑その部屋一戸ずつ持ち主が違

何だったかな︒それが︑姉妹やらおばさんを連れてきましてね︒そ

んが三人もいました︒掃除する人と︑ご飯を炊く人と︑もう一人は

一ヵ月でもらっても御の字なんです︒だから︑私のところは女中さ

﹁いってくれるか﹂﹁やりましょう﹂といって︑来たわけでしょう︒

だものではありません︒〜ICAがそういう人と相談して選んで︑

番ヨボヨボのおじいさんがマニラ見物︵笑︶︒これは︑私らが選ん

ているのはいいのですけれども︑沼津高専なんかは︑定年間際の一

高専から引き抜かれた若手の人が来ていました︒そういう若手が来

した︒高専は︑宮城高専︑名古屋のほうにある豊田高専︑幾つかの

のほうにあります工学からの先生が土木関係と機械関係で来ていま

JICAが今のこちらにおる高専の先生なんかと相談して選

みたら大変ないい給料をもらうわけです︒私どもの一日の部屋代を

イドで雇うと︑口減らしになるわけですね︒しかも︑向こうにして

ピンのおばちゃんでして︑これは物凄い金持ちです︒私のおるころ
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怠けておったとは思いませんが︑人材派遣ということについては決

フィリピンにいっていれば少しお金が貯まるし⁝⁝︒その人たちが

霊碑がありました︒B本からいった人がつくったのでしょう︒

西田

伊藤

案内人が詳しくいろいろ説明してくれますし︑あちこちに慰

まだ︑いってみて︑戦跡だと分かるわけですね︒

やはり︑相手方の状況というものに合うプロジェクトをつく

西田

騒ユネスコ・アジア地域教育計画雲門会議に出席

してうまくいっていませんでした︒

伊藤
前もって現地調査をして︑五ヵ年間のあいだ計画的にプロジェ

らないことには無駄ですね︒
西田

ICAの本部がただ金だけを持ってやっていたのではだめですね︒

二年九月十二日〜二十B︺されました︒これはフィリピンへいって

クトを全体のことをコントロールする専門家も入ってなければ︑J
南半球のあたらしいエンジニアをおこすというのは大変野心的な分

いるときに飛び入りでやりました︒ユネスコ本部から︑B本の西田

ユネスコ・アジア地域教育計画専門家会議に派遣︹昭和六十

野ですよね︒

伊藤

乗り換えです︒

これは乗り換えたわけではないでしょう︒

て︑それからカザフ共和国までいったのです︒

て︑ニューデリーへいって︑天山山脈を越えて︑タシケントへ入っ

向こうから来ました︒フィリピンから飛行機でバンコクへ飛びまし

というのがおるだろう︒あれが教育計画をやったはずだから︑アジ

西田

一つ一つ乗り換えですか︒

タイの工科大学とか︑かなりやっているところもあるわけで

いうものの安定度がないですね︒タイでもいろいろゴタゴタはあり

解藤

マニラで飛行機に乗りますときに︑ニューデリーまではいい

伊藤

ましたが︑あそこはやはり王様で治まっているのですね︒王様が︑

西田

アの専門家会議に日本から派遣してくれと指名で来たのです︒金も

﹁うん﹂といえば︑みんな黙っている︒人柄も非常に違いますね︒

西田

あれは安全なのですか︒

のですけれども︑それからソ連に入っていく飛行機は︑アエロフロー

すよね︒

伊藤

それは︑お金さえ払って︑自動車を雇って走り回ればだいじょ

やはり︑タイに比べれば︑フィリピンの政治情勢とか︑そう

西田

トというロシアの飛行機ですね︒この会社になんぼ交渉しても︑乗

たのは満州からの近衛の何師団でしたね︒いや︑この戦跡はなんと

すね︒北のほうの山でアメリカも苦戦した︑あそこの陣地防御をやっ

面のところを守っていたのは京都の十六師団︒これは全滅したので

う︒レイテ島の北のほうで日本軍が非常に防戦して︑レイテ島の正

西田

伊藤

レイテ島にいって︑マッカーサーがあそこに上陸したでしょ

案内人が危なかったりしたら大変ですね︒

西田

雄鷹

ええ︒生まれて初めてこういうところへいかせてもらいまし

あの上を飛ぶわけですね︒

ました︒

でした︒このときに初めて三蔵法師が超えたところを飛行機で飛び

かってきて︑﹁あしたの何時に出ますから﹂と︒なんとも心細い旅

なしです︒ニューデリーでホテルに泊まったら︑前の晩に電話がか

れるかどうか︑現地までいってみなさいという︵笑︶︒予約も何も

テ島だとか︑戦跡を女房と一緒に見てまわりました︒

あとフィリピンのときには︑ありがたいことに︑南のほうのレイ

うぶです︒案内人もおりますしね︒

も哀れなものでした︒
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た︒アジアの会議だというのに︑ソ連はあつかましいのですね︑自
分もアジアだというのですね︒ぞろぞろ出てきて︹参加国：ソ連・

が開発された︒就職難というのは決して心配することはない﹂とい

に平生大学生がいかない分野に大学生がいって︑そこで新しい産業

もう一つは︑就職難のおかげで︑昭和二十七年の一番就職難のとき

自然に調整している︒これが日本の制度の非常にいいところだ﹂と︒

変える︒カリキュラムの改善も︑専門分野別のバランスも︑大学が

いても︑おまえのところの学生は出来が悪いと言われると︑大学が

から︑卒業生が売れないと︑先生がなんぼカリキュラムを威張って

法で︑大学が正式に就職斡旋機関︒大学がそれをやっているものだ

私はそのときに︑﹁日本の大学のいいところは︑労働省の職業安定

まくマッチしていない﹂という︒それは工業界がだめなのですね︒

ふえて︑就職難で困っている︒大学生が余って︑工業界の需要にう

うのは正しくない﹂といったのです︒フィリピンは︑﹁私立大学が

鉄を全部分解して民間にかえて︑初めていま活性化した︒ソ連のい

そこで私が︑﹁俺のほうはそうではない︒いま日本では昔からの国

せると圏の政策が乱れて効率が悪くなる﹂なんていうのですから︑

活用している﹂なんていいましたが︑ソ連がすぐ︑﹁民間を介入さ

国は︑﹁九ヵ年の義務教育を徹底するのに民間のいろいろな活動を

いので︑みんなそれぞれ自分の国の手前味噌の話をするのです︒中

ム・フィリピン・咄本︺︑教育専門家会議なんて︑たいしたことな

奥さんと一緒にダンスパーティ⁝をやったりしてみたら︑B本の女

西田

伊藤

年創設です︒その歴史を見ますと︑恐ろしいことに︑伊藤博文︑山

伊藤

西田

すか︒

伊藤

お嬢さん学校ですよ︑もともとの発祥は⁝⁝︒

ら︑君︑行かないかしといわれて︑そして行くことになった︒その

ならないので︑有光さんが理事長で新しい専任学長を探しているか

たのです︒昔の先輩から︑﹁東京女学館が学校の改革をしなければ

いってくれというのは︑あのときの理事長が有光︹次郎︺さんだつ

このときかもしれません︒まともなことはやっていません︒短大に

西田

もともとはでしょう︵笑︶︒

ときに︑﹁あれはお嬢さん学校でのんびりやっていればいいので︑

伊藤

東京女学館は︑私がいった年が女学館創設百年目︒一八八八

何もすることはないよ﹂といって︑うっかり行ってみたら⁝⁝︒

西田

渋沢栄一とかね︒

県有朋︑何とかという︑鋒鐸たる人と皇族さんが一緒になって⁝⁝︒

西田

ええ︒そして︑鹿鳴館をつくって条約改正のために外国人と

このときかな︑さっきのセミナーハウスの世話をしたのは︑

八八年ということは︑昭和六十三年︒

その次に︑今度は短大のことです︒

團東京女学館短期穴学学長に再呈

いました︒インドのおっさんには︑﹁日本で義務教育を徹底したこ

性が外国人の女性に比べて物の考え方が狭くて︑とてもお話になら

中国・モンゴル・インド・パキスタン・スリランカ・タイ・ベトナ

との最大の功績は︑明治から百年間で士農工商の階級がなくなった﹂

ない︒このご婦人を再教育しなければ︑B本は文明開化に入れない︒
伊藤

この人の奥さんは芸者ですからね︒芸は達者だし︒

まあ︑そうでしょうね︒

全然違うでしょう︑これ︒お嬢様学校ではないんじゃないで

と︒インドのカーストはにつちもさっちもいかない︒まあ︑そうい

これは本当に︑伊藤さんなんかはしみじみ感じたのでしょうね︒
それぞれ︑みんな手前昧噌︵笑︶︒

う宣伝をしていました︒
伊藤

西田
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西田

伊藤

芸者としての教養はあります︒しかし︑天下国家を論ずる話

いや︑芸者は教養もあったのですから︵笑︶︒

僕は︑ボールを投げた文部省からボールを拾いにいったのですね

︵笑︶︒その改革を︑やっていないというのです︒したがって︑その

改組の出発点は︑いった年のすぐ四月︒有光さんから︑そういうこ

る︒そうしたら︑女学館の存在理由というのは︑歴史を重んじなけ

になると全然だめですから︑それで結局︑渋沢栄一さんに頼んだ︒

そうですね︒

ればいかん⁝⁝︑先生方というのは気楽なもので︑四年制になった

とが文部省から来ているけれども︑一挙に四年制にするのは無理だ

伊藤

そういう形で女子教育機関として日本人が創設した最初の女

﹁おまえが中心なってやってくれ﹂とやらされて︑渋沢さんが苦労

西田

ら自分は偉くなると思って︑四年制創設という︒私はいったんです︒

から︑短大としての内容充実をやってくれといわれたわけです︒四

学校になった︒歴史を読みますと恐ろしいですね︒最初にできたの

﹁四年忌になったら︑あなた方で審査に通る人が何人いらっしゃい

してやった︒そのお孫さん︹渋沢雅英氏︺がいま理事長をやってい

は︑今の虎ノ門の文部省のあるところです︒あそこにできたのです

ますか﹂と︒みんな愕然というような顔をしました︒もう一遍︑全

月十三日に第一回教授会をやって︑先生方からみんな意見を出させ

ね︒そして︑本当の良家の子女が学校へ人力車に乗って通ってきた︒

部審査されるのです︒だから︑そういうことは考えないで︑どうやっ

ます︒

お嬢さんの授業がすむまで︑あの虎ノ門の角で人力車がみんな待っ

たらいいかを考えてくれ︒私が学長になったかぎり︑この改革のた

めにやめる人を一人もつくらないから︑それだけは安心してくれと

ていたという︒

伊藤

いってね︒それで︑短大のコースを新しい学科に変えるとか︑図書

ちょうど今の文部省の裏にある会計検査院のあの辺にあった

みたいですね︒

校運営の視察をして︑﹁おまえのところの学校は改善しなければい

はずではなかったのですが︑それから一〇年ほど前に︑文部省が学

専任教員がたった一四人しかいない︒もう一つ驚いたのは︑そんな

校地は三万二〇〇〇平米︑校舎は四〇〇〇平米︑二五〇人の定員で︑

のですけれども︑狭いものだから短大が町田へ何年か前にかわった︒

みて初めて知りました︒渋谷に本拠地があって︑小・中・高がある

大切で︑それで文科でよかったわけです︒三分の二の学生が︑秘書

でもない﹂と︒みんな良家の子女のお嬢さんだ︒家庭人になるのが

が出てきますと︑﹁うちの卒業生が職業婦人なんかになるのはとん

生が就職希望です︒ところが︑女学館同窓会のお偉方のおばちゃん

学生に︑将来の希望として君たちはどうだといったら︑九〇％の学

を考えるのに︑宙で議論してもだめだから︑二年生の卒業する前の

四月二十六日に私が一番にやったことは︑そういう学校の将来性

館の充実とか︑事務機構の効率化などがあったわけです︒

かん︒短大の文科という学科は︑少なくともそのなかのコースを分

やタイプや実技を身に着けたいといった︑それはそうでしょう︒シェー

そうですね︒そういう恐ろしいとごろだというのを︑いって

けて︑学科の名称も︑カリキュラムももう一度再検討しなければ︑

クスピアをやって︑銀行へいっても何も役に立たない︒だから二年

西田

何をやっているか得体が分からん㎏と改善を命令されていて︑その

生は正直ですよ︒分かったと︒

ぶつ続けで教授会をやりました︒女学館の教育理念というのを今に

その次に今度は︑五月二十五Bから七月まで︑一週間に二回ずつ

まま一四年間︑何もしていなかった︒

文部省の井内︹慶次郎︺局長からの命令が来ているのです︒

︻同ハッパッハッパッハッ︵笑︶︒

西田
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引き直したらどうなるか︒つまり︑自国と他国の文化の正しい理解︑

すが︑これは一泊旅行で旅行にいくのと同じです︒向こうの宿屋へ

会における女性の天性を生かした専門職の育成︒これで女学館の伝

もに︑翌年から卒業のことで走り回る︒学園社会のなかで伸聞関係

全然落ち着かない︒二年という修業隼限が学問修練に不十分だとと

ついたときに︑すぐあくる日の出発の用意をしなければならない︒

統を守る︒四年制創設の狙いと特徴というのは︑学生の質の向上を

をつくることもだめだ︒これではだめだということで私どもは反対

国際交流の第一線で活躍できる語学力の体得︑それから︑情報化社

期待して︑高学歴志向の要請に癒ずる︒特色ある短大の具体的構想

したのです︒ところが︑あの当時の政治家が私学関係の人と一緒に

てくれと︑これを専科大学にしょうとしたわけです︒専科大学がつ

としては︑コース瀦に専門コースにしてみる︒しかし︑特色ある短

その次にやりましたのが︑六月に︑秋までかかって︑過去の卒業

ぶれて高専になって︑短大を恒久化したわけです︒文部省として︑

なって︑短期大学恒久化ということをやりました︒そのときに︑文

生に対してアンケート調査をしたわけです︒現場にいって︑過去の

私ども大学局は切歯影藤して悔しがった︒そういう恨みがある︒そ

大というものをやってみても︑一般の人は四年制じゃないとだめだ

卒業生がどういう職場に就いたか︑短大の教育をどう思っているか︒

こへ来て︑短大を⁝⁝︒

部省は対案として︑短大を恒久化するかわりに高等専門学校をつくっ

五八％の回収で︑五八○人から圓答が来ました︒実務経験は︑受付・

＝同

ろうと先生方はしきりにいうわけです︒

文書整理・経理などの一般事務ばかりで︑専門職をやっているのは

西田

というのは︑特別な研修や訓練を受けた二割程度の人だけだ︒三分

て︑四年制にいっている︒しかも︑四年制で家政とか文科ではなく

ついて非常に強い志向を持っている︒短大に来る人はどんどん減っ

近年︑女性の社会進出が増大して︑敏感な女性は進学希望に

アハ薄日ハ︵笑︶︒

一割くらい︒それはそうでしょう︑文科で︒職業に満足感を持てた

の二の者が︑実務能力の向上をはかってくれ︑カリキュラムの専門

の大学進学者が一番少なくなったときに︑四年制大学が縮小しない

て︑社会科学・自然科学系にどんどん入っているのです︒二年制の

短大改革についての私見を書きました︒新学制に切り替えのとき

かぎり短大の入学者は半減するだろう︒私は︑改革には数年を要す

化などをやってくれと︑短大の改革を要望している︒しかし︑教養

に︑私は大学局におりましたが︑正規の大学の基準に達しない旧制

るから︑いま直ちに三年短大か四年制にかわるべきだといったわけ

枠を固定したまま実技訓練を重視したら︑ご承知の専修学校がある

の専門学校がたくさんあったわけです︒その学校を暫定的に救済す

です︒大体その三年制短大というのは︑短大はもともと二年または

重視の短大がいいというのが五％︑四年制創設は四％︒二年制の意

るために︑学校教育法の附則に︑﹁当分の間︑短大と称することを

三年という制度になっているのです︒厚生省が看護婦の養成が三年

わけでしょう︒これと何も変わらないのです︒専修学校に負けてし

得しというようなことを書いた︒二年制短大は︑そういうことでつ

必要だというので︑文部省が三年夏認めた︒だから︑二年でも三年

見とこれと塗方を母体にして︑私は理事会で︑積極的な改革をしま

くった学校なのです︒いずれ整理するのだ︑すぐ壊すところもある

でも短大をつくれるわけです︒それをどこもやっていないから︑女

まう︒だからどうしても︑現時点で抜本的改革を見送り︑一〇年後

のだと︒これは学校糊度で致命的な欠陥があるというのは︑明治以

学館を三年制短大にしよう︒私はその当時文部省におって︑四年制

すと︒それをいわんと︑私がいっただけではだめですから⁝⁝︒

来︑二年間という修業年限の学校はないのです︒私はよくいうので
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まゾロゾロやられているでしょう︒いまそれが実現しているわけで

の後の短大が︑改革したけれども︑お客さんが減ってしまって︑い

大が減ってきた︒それが今から二︑三年前に起こったわけです︒そ

たして四年制の進学者がぐっと減ってくる時期があった︒それで短

くれない︒﹁三年制にするくらいなら四年制にしましよう﹂と︒果

のをつくるから三大をやろうというのだけど︑これは誰も賛成して

自体が空洞化している︒三年制短大で︑中身で四年制に負けないも

やろうと︒翌年の九月から︑決定を待たずに︑短大内部に近い将来

とうとう私は痺れを切らして︑次の短大内部の実質改革をどんどん

し︑この有光さんの病気で︑理事会をなんぼやっても結論が出ない︒

気の毒でした︒人間の痴呆というのは自分に分からないから︒しか

しいですね︒それで慌てて文部省もやめてもらったのですからね︒

す︒そこへ天皇陛下がおいでになるときに︑何か変なことをしたら

鋭い人なのですよね︒それで︑学士院か何かの会長をしていたので

した︒ほかの人も皆︑唖然としました︒文部省で剃刀だといわれた

ということでやりました︒

に四年制移行の基礎づくりとして短大カリキュラムの改革をやろう

す︒

それは私の考えですが︑いった年から先ほどのような改革ののろ
しを上げたのですが︑七月十八日に︑審議結果を理事会に︑三年翻

かいろんな人がおられますが︑そういう学科のあり方などの学問的

ました︒そこへ出しましたが︑理事会というのは卒業生の先輩だと

四年制の実現可能性︑三年制短大への高校の態度などを説明いたし

﹁これでひとつご判断ください﹂と︑二年制︑三年制の短大併設案︑

西田

伊藤

ええ︑学科の中身を︒十一月に理事会に第一回の裁定伺︒

学科をつくる︒

うの音も出ないわけですよね︒

それがあるから︑その次の大学の改革をやりたいという提案に︑ぐ

るはずだと︒計算したら︑短大が使っていい金が十何億出てくる︒

れだけ余力が出ている︒それが︑過去何年間︑これだけ貯まってい

した︒女学館は毎年の事業収入に対して︑教員の給料を払ってもこ

損しているのか︒どのくらいの余裕金があるのか︒全部調べ上げま

がどうなっているか︒短大そのものはどれくらい儲けているのか︑

ていた決算報告を何年問分ひつくり返して︑一体女学館全体で経理

それと平行して︑菓京女学館の財政状況︒これは私は得意なので

な話をしてもぴんとこないし︑理事会裁定を幾らやっても結論が出

本当にあったのですか︒

短大の試案を出し︑﹁教員が四年制をいっていますがどうしましょ

ないわけです︒十二月ころになってまだ︑教養課程を軽視してはい

観藤

あったんです︒

すが︑私は︑箭に申しあげたように︑出版屋で経理をやった︒女学

かん︑実務能力育成は反対だとか︑理事長は相変わらず︑﹁現在の

西田

制度上︑短大の定員からいって置くべき先生を置かないで︑

うか﹂といったら︑﹁まあ︑文部省と折衝してしっかりやってくれ﹂

短大の活性化をやってくれ︒三年制︑四年制を考えるのは不適当だ﹂

伊藤

館へいっても︑先生なんか分からないし︑経理部長以外に経理がよ

と︒翌年になりまして︑一月︑五月と理事会をやったのですが︑こ

たった一四人︒その給料をみんな浮かしておったわけです︒それを

と︒九月には︑新しい学科の構想を女学館の高校・中学に説明にいっ

のときに︑理事長が痴呆症になられまして︑前の理事会でやったこ

無駄遣いしていなかった点はいいです︵笑︶︒私はそれを改革のと

く分かるやつがいないでしょう︒私は︑それまでの女学館短大に来

とをほとんど覚えていなくて︑﹁俺が四年制にしてはいかんといっ

きに全部使ったのです︒八四年から九一年までの財政状況を分析し

たのです︒先生方はキョトンとしていましてね︒

たのをおまえはいうことを聞かないのかッ﹂と︑怒鳴りつけられま
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て︑短大の財政規模は全体の二割強である︒これは︑長年にわたっ

ターですbそして︑新しい短大のカリキュラム︒これは細かい点は

れ︒新しい国際文化学科と情報社会学科というのを︒これは私がつ

省略します︒お金の計箪をして︑カリキュラムを︒凄いですよ︑こ
くった群です︒

て教員数を抑制したために︑その収入超過の累計が可処分資産︑女
学館全体で一〇〇億円くらい金が余っていた︒女学館は校舎の改造

これは︑今までいる先生のことを全然念頭に置かないで・⁝：○

をしなければいけないものですから︑貯めておったのですね︒その
うちの一八％は短大のものだという計算を出した︒財源は︑一八億
は使える︒これによって︑九一年度の予算のときから︑短大の改革
に教員を六名ふやす︒語学教員の強化をやる︑設備を置く︑こうい

うことの予算をつけてもらった︒改革の結論は出ていないのですけ
れども︑さらに九二年から九三年までかけて︑総工費一〇億円かけ

いや︑全員全部役があるわけです︒

よくそんなうまくいきましたね︒

それはもう︑芸当ですよ︵笑︶︒

アッハッパッハッパッ︵笑︶︒

こうしたら？篇 というよう

なカリキュラムのことなんかをやっていました︒それを自分で実行

大学局時代に︑﹁ああしたら？

て新校舎をつくったけれども︑函書館をつくっていないのですね︒

がパソコンでつくったのです︒

してみるということを初めてやったわけです︒これ︹パンフレット︺

︵笑︶︑学長さんの仕事ですか︒

図書室というところにぼそぼそと本を置いてあるだけで︑文部省か

なぜ考古学の収蔵庫なのですか︒

伊藤

そして︑平成三年から五ヵ年間で全部完成するという進行一

が︑﹁新しい短大の紹介﹂という形で︑入ったらこれだけのコース

伊藤

不思議なことに︑うちに考古学だけは物凄く熱心な先生がい

覧表をつくりましてね︒

西田

四年制にするということも謹めてですか︒

ら指摘されていたのですが︒そこへ一八万冊の全部コンピュータ処

まして︑箱根の山からあの辺まで︑ずいぶん物凄い収集品を持って

僻藤

いえ︑四年制になりうるような基礎作りを︒そして︑これで

があります︒まず女性として︑これだけのことを身に着けなければ

いるのです︒私は考古学の特色を出させようと︑そのおじさんの立

西閏

理のできる図書館を入れて︑オーディオ・ビジュアル・ライブラリー

派な収蔵室をつくりました◎

西田

これをつくったのは︑町田のほうにつくったのですか︒

短大として動き出して︑実績が上がったら︑それぞれの学科の中身

いかん︒この学科でやるべきことはこういうことだと︑こういうパ

伊藤

町服です︒町田は三万平米あった︒︹パンフレットを出して︺

と︑学生ホールと︑新しい情報処理の学科をつくるものですから︑

西田

をそのまま増やしていけば四年制になれるという見込みをつくった

ンフレットをつくりました︒このパンフレットの印刷文もすべて僕

そのときにつくったのが︑今の総合学習センターというのはこれで

わけです︒

伊藤

そうでしょう︒これは私がこのときにつくった総合学習セン

ホームページを開いたら︑それが出てきたと思います︒

長に就任したかぎりは︑新しい学科ができたら︑それの完成までは

省にいって︑翌年末に審査合格︒九五年四月から新学科を開設︒学

九三年六月に︑新しい短大への改組転換のための認可申請を文部

西田

ています︒

す︒これが昔の古い校舎︒ここへ図書館から学生ホールから全部入っ

そのコンピュータをずっと並べた部屋とか︑考古学の収蔵室︒

まして︑三〇〇〇平米の総合学習センターを︒女学館は町田へ移っ

西一西伊西伊
田圖田藤田藤
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に︑開明的な女性の育成を目指して創設された女学館の建学の理想

第一条に今の女学館の歴史を書いたわけです︒﹁近代日本の草創期

新しいカリキュラムの基本理念としては︑これに対応して︑学則

査学︑会計学︒最後に電算機の使い方︒これだけを勉強して︑二年

れから︑情報処理の科学的方法としては︑いわゆる統計学とか︑調

れはずいぶん幅広いですよ︒人間行動学とか︑情報社会論とか︒そ

企業・社会の問題を理解できるための勉強をしなければいかん︒こ

というのが私の夢なのです︒それをなんとか説得して情報社会学科

を継承し︑国際的なつながりの緊密化する時代の要請に応えて︑女

間でやるだけやってみて︑将来これを学科としてもっと大きくしょ

おらなければいかん︒したがって︑その年の九月までおったわけで

子に対し︑日本及び他国の文化を深く理解するとともに︑社会的活

うというつもりがあったのです︒

というのをつくったのです︒その情報社会学科というものは︑まず

動に積極的に参加し︑貢献するために必要な専門的能力の育成を図

伊藤

す︒

ることを目的とする﹂と︑これは筋を全部網羅しているでしょう︒

二年で教養課程ということになりますが︑短大というのはそういう
のはないのですか︒

短大というのは二年間ですけれども︑普通の大学だと︑前期

実務教育もやりたいということをこういう形でいったわけです︒
哲学から︑女性学から︑皆入っています︒全地球的な課題では︑

事をどうまとめたらいいかという全体のシステム設計をし︑それを

行実施要項です︒先生が学生を連れて海外の研修旅行にいけるよう

てあるでしょう︒特異なのは︑先生のために︑学生海外研修指導旅

新しい短大における各種規程の整備をしました︒ここに諸々書い

短大の基準があって︑やはり一般教育的なものが入っていま

実現していく能力というのは男性よりも女性のほうがあるのではな

にしよう︒国際関係でイスラムの先生がいましたから︑アフリカへ

西田

いかと⁝⁝︑私の思い入れですが︒赤ん坊が泣いておったら︑その

いきましたよ︒英文学の先生なんていうのはロンドンへいったり︑

南北問題︑地球環境論︒必修科目は英語と第二外国語︒専門学科は︑

顔色と泣き声を見て︑﹁この子はおなかがすいているんだ﹂という

パリへいったりしました︒

す︒だから︑あんまり専門のことに力を入れている暇がないわけで

判断が女性のほうができるのですね︒いろいろな新しいものを探し

それは学生を連れてですか︒

国際文化学科というのがありますね︒これは︑必修科目を文化人類

たりするときでも︑男よりも女の人のほうが勘がいいですよ︒コン

与信

学生を連れて︒もちろんお金はどこからも出ませんから︑希

す︒しかし︑それを専門のほうだけに特化してしまったのが専修学

ピュータのプログラムを組むという論理的なものではなくて︑こう

西田

学から挙げて︑諸々のものがあります︒他の学科からも専攻を選ぶ︒

いうことを解決するために︑どういう情報を集めてきて︑どういう

望者だけです︒学生が自分の旅費・滞在費を全部︒旅行会社とうま

校ですね︒だから︑ぼやぼやしていると負けちゃうわけです︒だか

処理をすれば答えが出るかと︑その全体のイメージを描くことにつ

く契約して︑安いパック旅行で︒その次に︑教員研修留学制度︒先

情報社会学科というのは私が考えた独特のやつです︒情報化時代と

いては女性の天性というのがいいのではないか︒しかも︑それには

生の留学を︑内地留学と海外留学ができるようにした︒これも先生

ら︑少なくとも三年制にしろといっているわけです︒

腕力は要りませんからね︒だから︑女性は単に語学の専門家ではな

方は非常に喜びました︒さっきの十何億円の金があるものですから︒

いうのは流行りがありますが︑私が見ていて︑総合的な判断から物

くて︑そういう形での情報システムの専門家になるべきではないか
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それから︑教員研究経費の運用︒研究費というものを先生方にどう

らね︒やはり出版社で経理をやったというのはありがたい話です︒

学校が発足した半年目に七年半の任期を終了してやめました︒

でやりました︒最後に新短大の発足を見届けて︑九五年九月三十日︑

西田

線書

これも学生課の時代からのいろいろな経験から︑みんなここ

ハッパッハッ︑自分で処分して︵笑︶︒

分する︒それはしたのです︒自分で飲んでへべれけになったのは︑

うまくまわしていくかということ︒そのかわり︑教員服務特例規程

やはり︑金を握ったというのは強いですよ︵笑︶︒そうでなかった

で︑先生が一週間のうちに三日休むという慣習ができていまして︑

所課

これは学校で処分しない︒

それをちゃんと規則で認めるようにした︒それから︑定年退職規程

い匿しいものですか︒

ら︑﹁そんなお金がどこにあるか﹂といわれたら︑それきりですか

もつくりました︒学生会館の運営規程とか︑学生賞罰規程なんかも

西田

のだけれども︑私立学校というのはずるいですね︒私どもはやめて

学長は︑就任をするときの条件として︑月給はいただきたい

このくらい仕事をされると︑学長の仕事というのはどのくら

ね︒

伊藤

も︑公務員でなかったら年金をいただけるでしょう︒年金収入があ

交友会館というのは︑学校の﹁校﹂ですか︑それとも﹁交﹂

ですか︒

で火事を起こしたりしたら困る︒だから︑学校が指定した場所以外

戒処分をするというのはおかしいので︑学校としては︑隠れてのん

うするか︒これは国法で禁じているのだけれども︑それで学校の懲

教授会で果てしない議論をするからね︒学生がタバコをのんだらど

西田

樫藤

文部省︵笑︶︒だけど︑ことに臨んでどうするかというのは︑

法匪ですね︵笑︶︒

日はどうするのですか︒

伊藤

も三日休む︒週に平均三日の出勤です︒

金曜かな︑一週間に三日だけいく︒先生方も三日休むのだから︑私

私は気楽に︑八王子から町田まで通うわけですから︑月曜と水曜と

西田

観藤

ね︒

私は高専当時と同じ収入が保障されるわけです︒そのかわり︑

なかなかうまいやり方ですね︒

るのだから︑私の本更津高専の校長のときの収入がありますね︒そ

のところで隠れてのんだら承知しないそ︒私は︑学校の中にちゃん

西田

﹁交﹂だと思いました︒先ほどの研修センターのなかへっくっ

と喫煙室をつくろうとしたんです︒未成年でもいい︑そこでのめと︒

たのです︒

西照

そこでのんでいるぶんには文句をいわんようにしょうといったら︑

通っているのですか︒

れから年金を引いて︑残りだけのもので女学館は私を雇うという格

﹁先生︑それではやっぱりちょっとね﹂といって︒先生というのは

揮藤

通ったんです︒

たのですが︑学生ホールです︒学生身分取扱規程︑賞罰規程ね︑も

わりあい偽善的ですね︵笑︶︒私は︑喫煙室をつくって︑﹁隠れての

西照

八王子から町田は近いですから︒

好になっていました︒だから︑女学館というのは助かるわけですよ

むな︑そんなみっともないことはするな﹂と︒酒も︑これは高専の

小池

ああ︑そうかそうか︒

のものしいでしょう︒

ときだったかな︒酒を飲んだら処罰するということはしない︒だけ

伊藤

いや︑校長宿舎ではないです︒短大のときは八王子から通っ

校長の宿舎に泊まっていて三日しかいかないのでは︑あと二

ど︑一番危ないのは一気飲みね︒他人に酒を強要したといったら処
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から︑今から八年⁝⁝︒

そうですが︒

伊藤

何もしていないことはないのでしょうけれども⁝⁝︒

は何もしていません︒

南武線で︑長津田で乗り換えて︒それでも片道一時間半かか

西田
西田

伊藤

だから︑週に三日出かけて︑あとは休ませてもらいますから︑

政策研究会に出ています︵笑︶︒

一九九五年にやめましたから︑ちょうど八年です︒それから

ります︒

西照
西田

伊藤

それっぼっちです︒女学館はずいぶん儲けましたよ︒

たったそれだけですか︒

伊藤

最後にそれ︹入学者選抜方法の妥当性に関する個人的研究の

圏入試制度に関する個人的な研究

非常に健康的でいい暮らしをさせてもらいました︒そのかわり月給
はあまり増えなかったし︑やめたときの退職金は一〇〇万円くらい

西田

やっぱり︑そういうことをするからお金が貯まるのですね

くれたかな︒

伊藤
西田

う︒

西田

僕も非常に関心があります︒

概要︺をお願いします︒

学長は私一人です︒いまだかつて専任はいなかった︒理事長が兼務

伊藤

ちょっと資料だけ︒︹書類の束を出して︺フィリピンへいっ

︵笑︶︒

したり︑めったに来ない︒今でもいないでしょう︑おそらく︒学長

西田

観藤

私がつくった情報社会学科はつぶれちゃった︒つぶれる直前

四大になりましたよね︒

点を学校に勧告しましたと︒向こうの学長さんにこういう勧告を出

月に一遍︑これだけの報告書をJICAへ書くわけです︒こういう

時間が来ましたけれども︑これを締めくくりにしておきましょ

はどうなっているんですか︑いま四年置になりましたね︒結局︑短

ているあいだのフィリピンのチーフアドバイザーというのは︑二ヵ

歴代の女学館短大︑ずいぶん長くあるのですけれども︑専任

大ではお客さんが来ないものだから︒

西田

しましたと︑英文と両方で書きます︒これだけ記念にとってあるわ

伊藤ちゃんと読んでくれたのでしょうね︒

まで︑一番志願者が多かったのですが︑渋沢さんはそれをつぶしちゃっ

そうなんですか？

西田

けです︒

伊藤

それで何にしたのですか︒

からね︒

た︒

小池

やはりこの国際文化みたいなことをやっています︒それは非

それを読んで︑JICAも少しは何か︒

これのなかに先ほどの卒業研究のことも書いてあるわけです

西田

常に残念です︒この建物だけは残っていますけれどもね︒しかし︑

一応常任の職ですから︑そ

三年制短大ができなかったのは︒これで四年制と競争してやろうと
今のお話では三Bですけれども︑

思ったんです︒中身で勝負しようと︒

伊藤

れはここでおわりになるということですか︒これが一九九五年です

＼

ノ

＼

ノ

︑
ノ

ノ

＼ ︑Q

今度は入試の問題ですね︒

ノ

JICAは分からないですよ︒

揮西伊西伊
藤田藤田藤

そのころのJICAの理事長は誰だろうな︒
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伊藤

西田

きっと柳谷︹謙介︺さんだな︒今度︑柳谷さんから〜ICA

外務省の次宮をやったような人でしょう︒

てくださいとやったのです︒

その結論が次のとおりでした︒五教科・五科目の合計点で卒業成

績との相関関係をとると︑○・二から○・三くらいの相関関係︒そ

の次に︑中学から内申書で九科目来るわけです︒躍・社・数・理・

の話を聞くことになっているんです︒

英のほかに︑音楽・美術・体育・技術︒その九科目のすべての点数

入試の関係の説明ですが︑これ︵﹁何のための入学者選抜か︺︶

に重視すべきもの︑一番相関関係の高い科目はどれかと︑それを回

西田

帰分析で調べたわけです︒その全国の二七の高専のなかでもっとも

のなかで︑入学後の学業成績ともっとも少ない誤差で予測するうえ

﹁入学者選抜方法の妥当性に関する個人的研究の概要しを見てい

は劉のコピー資料です︒これはりクル⁝トの雑誌に発表した私の文

ただきますと︑木更津高専時代から始まっているわけです︒ここで

多くの学校に共通しているのは︑不思議なことですが︑一番有力な

章です︒今︑この説明のなかに出てまいります︒

最初に︑大学局のころから気になっておりまして︑どういう方法で

それから内申書の理科︵四一％︶というのがやっと出てくる︒学力

のが技術家庭︵九五％︶なのです︒当然︑数学や理科だと思ったら︑

五教科と五科目というのはどういうことですか︒

の英語︵四一％︶なんていうのはこんなところに出てくる︒内申の

選ぶのがいいのかということを考えて︑木更津高専の過去の卒業生

伊藤

高専に入るときの入学試験がありまして︑申学校から送って

そうではないのです︒技術家庭が第一番に関係ある︒その次に︑内

西田

数学︵三六％︶︑学力の理科︵三六％︶︒つまり︑国・社・数・理・

からいろいろ調べて︑入ったときのいろいろなデータと︑卒業のと

くる五教科というのは︑国・社・数・理・英です︒五科臼というの

英のものものしいテストをしているけれども︑それが出てくるのは︑

申書の社会科の点数︵五五％︶︒その次に美術︵四五％︶ですよ︒

は︑全国高專統一のテストを文部省でつくらせて︑同じ問題で試験

学力の理科と英語だけですね︒ほかはほとんど全部内申書でしょう︒

きの成績がどういう関係があるか調べてみたわけです︒

をやっているわけです︒それはやはり国・社・数・理・英の五科目
研藤

ええ︑科目は同じ︒それだけのものを土台にして選抜してい

科目は同じですか︒

で増えていく︒これを学科別にやったら︑さらに科目の中身がはっ

いうので予測をやりますと︑相関関係は○・三から○・四くらいま

ことです︒すべての教科・科目の点数を用いて作成した重回帰式と

つまり︑一体五科雷で試験しているのは何をやっているのだという

西田

のテストです︒

るわけです︒そういうものと︑実際に入ってから卒業するまでの成

﹁全国の高専のをやったらこういう結果が出てきました﹂と報告し

きりしているから︑もっと○・四から○・五まで相関関係が上がる︒

けた結果を国立高専協会︑金谷に四十なんぼあります国立高専の校

まして︑﹁ほお﹂といっただけで︑じゃあ︑すべての高専が技術家

績とはどういう関連があるかを調べてみて︑私が木更津高専で見つ
長会で私が報告しました︒﹁木更津でこういう結果が出たのですが﹂

＝同

庭科を重視するようになったかというと︑ちっともなっていない︒

いって︑全国二七高専から︑一万七〇〇〇人の過去の卒業生につい

西閏

といったら︑﹁それは非常に面白いから︑各高専合同でやろうしと
て統一的な方法で分析してもらったのです︒各高専の数学の先生を

析によってひとつやってみたいと思いました︒重回帰式の説明とい

私はこのときに非常にこのことが印象に残りまして︑回帰分

ハハハハハ︵笑︶○

木更津に集めまして︑私のやった方法を説明して︑同じようにやっ
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とも誤差が少なくなるようにa︑b︑cという係数を決める︒つま

を用いて次のようにあらわしたときに︑Zの値と実際の値とがもっ

それをどれくらいだろうと予測するものをZとして︑各教科の点数

うのを簡単に書いておきました︒つまり︑入学後の学業成績︵Y︶︑

です︒

三というのは︑二乗したら九でしょう︒九％しかない︒一割ないの

入学テストだけで何もせずにやっていたら0・三ですからね︒○・

明できない要素がある︒それでも︑この国・社・数・理・英という

三分の一くらいなのですね︒残りの三分の二はそれ以外の要素︑説

のは︑これはごちゃごちゃしていますから省略します︒七ヵ年に入

その次にありますように︑木更津高専の入試データの分析という

りZは︑aかける国語︑bかける社会︑cかける数学⁝⁝これはずっ
と内申書の点数です︒それからあと︑﹁国テ﹂というのは︑これは

みんなテストの点数︒その点数にabcdと係数をかけて︑どうい

ができる︒ほかの七五％はそれ以外の要素なのですね︒相関係数が

○・五まで上がったら︑その成績の予測が二五％まではそれで説明

五％程度︑ZによってYが説明できるという意味です︒相関関係が

上︑相関関係が○・五というのは︑それの二乗︑○・二五です︒二

関関係が○・五あるといったらかなり高いのですが︑これは統計学

というものが︑さっきから○・四とかありますが︑YとZの間に相

が重回帰式です︒これは重回帰分析という方法でやった︒相関係数

りました︒

すから︑それに分けてやりますと︑もっとよくなるということをや

五％くらいいく︒成績といっても︑学科によって意味が違うわけで

に決めましてやりますと︑重相関係数が○・五になりますから︑二

西田

伊藤

ええ︒だから︑特別なものは例外だと除外する方法を統計的

逆もあるのでしょう︒

です︒怠けたり︒

は︑個人が急に奮発したり︑特別な成績をあげたりする者がおるの

うabcdを使ったらZは一番Yに近くなるかという計算をするの 学して卒業した六三四人について︑例外的な成績を示すもの︒これ

○・七くらいになると四九％でしょう︒半分くらい説明できる︒相

西田それは一対一の対応ですからね︑完全に説明できる場合︒相

伊藤

西田

伊藤

一ということはめつたにないことですか︒

一です︒相関係数は○から一まである︒

まるでそれで説明できるというのは⁝⁝︒

ではこれは空振りです︒次の女学館のときに︑今度は．学長の権威で︒

校長から提案したが︑退官までついに実現しなかった︒木更津高専

選抜をしましようといっても︑ついに誰も賛成してくれなかった︒

これだけの相関があってよくなるのだと︒だから︑うちはこういう

がおるところで説明して︑文科系の先生は分からないですけれども︑

こういうことを教授会に出しまして︑理科系の先生や数学の先生

関係数が○・五だったら︑かなりいいのです︒入ったときにどんな

文科系の先生で︑文句をいうカがないですから︵笑︶︒

関係数は数学的にそういう意味なのですね︒

データを集めても︑中学のデータでしょう︒それから五年後︑五年

西田

ワッハッパッハッ︵笑︶︒

ない︒その成績との相関を見る︒だから︑そんな一〇〇％いくわけ

ごらんのように︑リクルートの﹃カレッジマネジメント﹄という大

一同

がないし︑五〇％いくのもありえないだろうし︑二五％なら大変な

学向けの雑誌があります︒私がやっているといったら︑それのなか

間の成績ですもの︒未来の本人の努力も︑どう気が変わるか分から

ことなのですね︒私がいろいろ計算してみて︑一番いいときがこの

に書いてくれというので︒入試改善の目標は何か︑テストはどうだ

もう一つお配りした﹁何のための入学者選抜か﹂︒これは︑

相関係数が○・六くらいまでしかいきません︒そうすると三六で︑
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教務主事にいって︑特朋にほかの人と埋め合わせがっくようにしな

非常に極端にあって︒いつもほかの人と反対の評価をする人がいる︒

女学館短大の八五年から八九年の入学選抜者の︑先ほどのT︹学

いと︑面接された生徒がかわいそうですからね︒面接選考というの

ということを書きまして︑それの簡単な解説を書いてありますが︑

力テストの成績︺とZ︹予測値︺の分布をやってみましたら︑学業

も︑人によって個人差が非常に強いし︑非常に個性的な歪みがある︒

これはやはり人物的におかしいというので︑チームをつくるときに︑

成績の高い者は︑テストの成績よりもZの高いほうへ集中している︒

だから︑推薦入学というのも難しいなと思いました︒

これも省略いたします︒

そのあとの︑学力テストとZ値による選抜入学者の比較をしますと︑

ことで︑いろいろなものを組み合わせて︑〜番いい組み合わせ方を

これは︑当たり外れがあるということですよね︒

一年の選抜からその方法をやりまして︑その連中の成績が出てきた

出すのが重回帰だというのですけれども︒この﹃多変量解析﹄とい

伊藤

のを比べてみて︑私のいうZ値でとったほうが︑うんと出来の悪い

う重解析の本が出たのはいつかというのは︑中教審の四六答申のこ

面白いのは︑こちらだけとった場合と︑Z値でとった場合とでは︑

やつが少なくなるし︑平均的には卒業成績のいい者が入ったという

ろです︒それ以前に︑私どもが学校で数学を習ったときにはこうい

最後に総括させていただきましたが︑今の重回帰分析という

ことの証拠を出しました︒これで一癖先生方は納得したような顔を

う数学はなかった︒この本が出たのは︑私が高専へ入った年なんで

西田

していました︒私がやめたとたんに︑そんなことをする人は誰もい

す︒関心があったものですから︑自分で一所懸命読みまして︑校長

入ってくる人間が三割くらい入れ替わるのです︒これを九〇年と九

なくなってしまったから︑元の木阿弥に戻ったようです︒

これを評価項目に決めまして︑一二人の先生に三人ずつチームをつ

﹁自己表現能力﹂二自分の意見をいえる︑﹁行動意欲し﹁時代感覚﹂︑

とに着目するかで︑私どもは︑﹁社会的成熟の度合い﹂﹁学習意欲篇

この推薦入学の水準も難しいもので︑推薦をするときにどういうこ

います︒推薦入学というのは面接でやるわけですね︒そのときに︑

係を深めるということを最大の三夏としてきたが︑そもそもその成

が何かやってくれんかなというのを一番に⁝⁝︒卒業成績と相関関

い限り︑新しい展開は期待できない︒いつの日か︑新進の有志の人

てきたわけですが︑次のような限界をいかに克服するか解決されな

理論的には最善のものと私は考えて︑これまで高專から一五年聞やっ

りがいがあったのです︒それによる入学者選抜の方法というのは︑

室にパソコンを入れてもらってやったのです︒私としては非常にや

くって面接させたわけです︒岡じ人を三人が見るわけです︒それぞ

績の内容をなす授業科目担当教員の出題・成績評価というものにど

次は︑各教員の面接評価水準です︒推薦入学というものをやって

れ独立に評価して︑その三人の点を合計するわけです︒そうしてやっ

ね︒私は女学館で若干の入学試験問題を自分で分析したことがある︒

どれだけの合理性があるかということがはっきりつかめないのです

その三人の平均点をとるのですが︑三人のうちの一人︑たくさんの

恥じ英語の問題をある先生が出した答えを比べてみると︑問題は幾

れだけ客観的合理性があるか︒先生がつけている成績というものに

学生を見ていても︑どのほかの先生ともいつも違う評価ばかりする

つかあるけれども︑ある一番の問題に対する正答と︑二番の問題の

てみましたら︑結局︑これは先生の評価になつちゃったのですね︒

人がおるのですね︒それから︑非常に高い点ばかりつける人︑非常

正答とが内容的に矛盾するような問題が出ていたり︑誰もが正解に

面白いことです︒各評価項目について五段階評価を与えるのですが︑

にまずい点ばかりつける人︒これはやはり︑面接の仕方に個人差が
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とつの限界があります︒

ても︑頼りにしているものが宙に浮いているのですから︑ここにひ

をつくっていかないと︑これと関連を深めるような方法を調べてみ

う︒だから︑先生の評価の仕方そのものにある程度の客観的妥当性

改善されるまでは︑完全な妥当性を保証する方法は完成しないだろ

いて出てきました︒出題そのものが教育測定学の評価に耐えるよう

が何をはかっているのか分からないような問題が幾つかの先生につ

なりそうな問題︑誰も正解が出てこないような問題と︑出した問題

西田

小池

たら参考にと︒ということで︑入試問題もおわります︒最終的な見

でやったのです︒だから︑誰かそんなことで興味を持たれる人がおっ

所澤

このベーシックは先生がつくられたのですか︒

解というので︑自分でそれを考えて︑ここでピリオドを打ちました︒

西田

ええ︑私が自分で︒

後ろのほうにプログラムが書いてあるでしょう︒ベーシック

ちゃんとベーシックでプログラムをつくって︒

ですから︑記念にどこかに入れておいてください︒

ないかもしれませんが︑一応︑これについてやった最後のペーパー

にくい︒特に文科系が多数を占める大学の教授団に出したら︑それ

しかし︑依然として多変量解析という手法の思想は一般にはなじみ

のコンピュータで何時間もかかってやったのですが︑すぐできる︒

うものを売っています︒やる気になったら誰でもできる︒昔は大型

苦闘したころに比べれば格段に進歩して︑今は重回帰分析のそうい

自分でパソコンでプログラムを組んでやったのですが︑それで悪戦

十四年︑校長室に一台買ってもらいまして︑そこで︑﹁学校長のお

うパーソナル・コンピュータがちょうど出始めたころです︒昭和五

すね︒コンピュータは高専にいった年に初めて︑今のパソコンとい

をしていれば︑そういうものを読めば分かるのです︒ありがたいで

たし︑統計学もなかった︒みんな自分で本を買って︒理科系の勉強

西田

俸藤プログラムを組めるというのは凄いな︒

二番目に︑今B︑重回帰分析のデータは︑私はこんな本を読んで︑

だけでいやがられます︒心理的に違和感をもって迎えられ︑容易に

もちゃだしといわれていた︵笑︶︒それでデ⁝タ分析をやっていま

私が大学を卒業するまで︑多変量解析なんていう数学はなかっ

政策的に受け入れられないという宿命がある︒

まとめて論文︹﹁卒業成績の追跡調査による入学者選抜方法の妥当

のひとつの成果にしているものですから︑女学館をやめる前の年に

これが今後普及するとは思えないということです︒かろうじて自分

ない︒私が自分でやってきたことは︑自分なりに満足していますが︑

いう手法の数学的な匂いというものが一般の人にとても飛びつかれ

長室で自分の好きなことばかりやっているから︑事務局長は忙しかっ

これは実務で非常にいい経理部長をやってくれました︒むしろ︑校

西田

と思ったのですけれども︒

お話を聞いていて︑それでは事務局長はやることがないじゃないか

揮藤

した︒いまだに現在までパソコンのお世話になっています︒

性の検証について﹂一九九三年五月三十日︺に書いたものが残って

たのではないですか︒

学業成績の評価についてのひとつの不確定性があることと︑こう

いますから︑一五年間こんなことをやった男がおったという記念に︑

伊藤
ありがとうございます︒これは九三年ですね︒

西田

カリキュラムをこなしていたわけですか︒

先生をあまり雇わずにやっていたということは︑どうやって

事務局長は文部省を定年でやめた人に来てもらっていまして︑

東京女学館のときにこれだけのことをおやりになって︑僕が

先生方に︒

伊藤

女学館をやめる二年前です︒こんなことは先生方にも興味は

非常勤の雇いでやっていたのではないですか︒

西田
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をやろうという︒

伊藤

ああ︑そうですが︒それにしても︑入学定数がそんなに多く

偶藤
西田

一〇〇億円貯めておって⁝⁝︒

ろうなと思うのですけれども︒

そういうあれはないですね︒

ありませんからね︒

西田
それは全部︑中学⁝⁝︒
西照

そうすると︑日々どういうふうにお暮らしになっているのだ

伊藤

小・中・高が渋谷にあるでしょう︒それが︑だんだん校舎が

は︑これで外の刺激を失ったら惚けるだろうと︒できるだけ惚けな

一番気をつけているの

西田

いで︑女房に迷惑をかけないで⁝⁝︒長生きしょうとは思いません︒

やめてから八年くらいになりますが︑

しました︒それに一〇〇億のお金を使ったのでしょうね︒そのうち

古くなって︑その大改造に︒私がやめた翌年くらいから工事に着手

のですが︑あれにいきまして︑六年間︑俳句の勉強と︑水彩画をや

結局︑やめた年からすぐNHK学園の大学開放講座というのがある

よくそれだけお金が残っていたものですね︒

りました︒月に二回ずつですから︑四回だけですね︒それでも︑仲

十何億はこちらが先に使いましたけれども︒

伊藤

経理部長は手堅いおじさんでした︒あのころはまだ︑銀行利

とはあるのです︒教室でやるだけではない︒

西田

そうすると︑今度は教育を受けるほうにまわったわけですね︒

間と一緒に俳句の吟行に出かけたり︑写生にいったり︑そういうこ

伊藤

伊藤

ええ︑そこで仲間ができますから︑その人たちと伸良くして︒

子がよかったのですね︒残しておけばどんどん利子がついて︒
すよね︒基金があっても利子がない︒

西照

そうですね︒今はどこの私立なんかも非常にお金が苦しいで

西田

昔︑学生時代にいじったことのある俳句なんていうのを六〇年ぶり

生命保険会社の生命が危なくなっているのですから︒他人の

保険どころではない︑自分がどこかの保険には入っていなきゃ︒

また分析ですね︵笑︶︒

に︒面白かったです︒前に申しあげた︑つくった俳句をみんな集め

生命保険会社がどこかの保険に入りますか︵笑︶︒あれは再

伊藤

死ななきゃ治らないですね︒

伊藤

西田

今まで私たちはお話を伺ってきたわけですが︑いろいろ最初

て︑俳句の感動というのにはどれだけ種類があるかと︒

所澤

保険しているのでしょうけどね︒

團退職後の生活と来し寛を振り返る

のころから思い出してみると︑朝鮮で育ったとか︑三高の時代の寮

は︑ございますか︒

の文部官僚としてやってきた仕事に影響を与えていることというの

社が倒産されるくらいまでの時期に経験されたことで︑非常に自分

委員︑軍隊の体験とか︑そのへんのところがかなりいろいろなとこ

ご自分の意思ですか︒

相関度の高いものですね︵笑︶︒

ろで影響しているという感じを受けるのですが︒今の時点で︑出版

先生はこれだけ仕事をされて︑改組がおわって半年くらいで

伊藤

依願退職で︑﹁もうやめます﹂といって︒半年はおらんと︑

伊藤

一に近い︵笑︶︒

所動

文部省にね︒本当は学科が完成するまで二年間いなければいけない

小池

おやめになっていますが︑これはどういった⁝⁝︒

のだけど︑そんなにおるのはしんどいから︒もう七九歳だったから︒

西田

何か自分でご趣味があるわけですか︒これをやめたら︑あれ

伊藤
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から︑普通の役所の役人とは違って︑経理ということが分かり︑財

版社が破産して︑経理関係で後始末をした︒それが︑役所に入って

西田

の役人というのはこういうのだなあ﹂という人に︑まだオーラルし

純粋培養の文部窟僚というわけではない︒僕らは︑﹁本当に文部省

はありませんし︑やはり途中の経歴でいろいろございましたので︑

伊藤

だ︒これは会社ではできない︒何もしないで怠けておったって︑い

らば幾ら金がかかってもやらせてくれる︒これは役所のいいところ

ところで︑いますぐ儲からなくても︑先で見込みのあるいい仕事な

の研修会のときによくやらされましたが︑﹁役所というのは面白い

西田

伊藤

ないです︒そのかわり︑私は役所に入ってきた新入生の最初

そもそも効率という発想がないでしょう︒

伊藤

天性として︑ある種の物事を見る見方とか︑それに対応する方法と

の違うほうでしょうね︒しかし︑理科系の人間というのは︑自分の

伊藤

西田

でも︑理科系の出身の人というのは本当にいないものですか︒

いうのは一つの一定の型がありますね︒

西田

文部省のなかにはいないですよ︒

文部省の権化みたいな人がおるのですかなあ︒私は一番毛色

いや︑いるんじゃないですか︒

そんなのがおるのですか︒

まあ︑木田さん︑天城さんは︑もともと文部官僚だった人で

政ということが分かって︑そういう立場から︑物事の効率とか何だ

たことがない︵笑︶︒

つまでたっても月給は出るし︑食うに困らん︒際限なく怠けられる︒

西田

一番関係あるのは出版社で苦労しているときでしょうね︒出

とかというのは役所におると分かりませんわね︒

極端に怠けるか︑極端にいいことをするかという分かれ目は自分が

そうですが︒

を変えていけばいいのですけれどもね︒

伊藤

今度︑科学技術庁はどうなるんだろうな︒

決めるのだ︒これが役所の面白いところだ﹂と︒本当に実感として

伊藤

一緒になりましたからね︒文部科学省になりましたから︒

みんな文学士か法学士です︒もう少し役所もそういうところ

小池

科学技術庁とはなかなか溶け合わないでしょうな︒

西田

和感はございませんでしたか︒

伊藤

私は感じませんでしたが︑向こうは感じたと⁝⁝︵笑︶︒

西田

そう思いました︒

西田

アッハッパッハッパッ︵笑︶︒

なんとなく文部省のいかにもお役人らしいお役人との聞に違

＝同

あそこは理科系の発想をする人がいるでしょう︒

一つは学生に対する接し方︑大学紛争のときの学生との話ですね︒

伊藤

けをやったという人はそんなにいないでしょう︒村山︹松雄︺君以

あと︑大阪で師範学校が大阪学芸大にかわるときだとか︑あとのほ

やはり︑﹁変なやつが来た﹂と思われたでしょうね︒しかし︑

外に︒天城︹勲︺さんも︑木田︹宏︺さんも︑大学局は局長として

うでの木更津高専での学生に呈するあり方ですね︒非常に人間観が

西田

しか知らない︒その入たちもみんな︑今度は学校の現場を知らない

はっきりと出ていらっしゃるように感じるのですけれども︑その天

もう一つ先生のお話を伺っていて非常に印象的だったのは︑

ということです︒木田さんも︑天城さんも︑村山さんも︒私は高専

性はどこから出てきたのだろうなという︒

千里

と短大と︑変なところですけれども︑そこでどこまで料理できるか

西田

役人といってもいろいろありますが︑私のように文部省の大学局だ

を実行できたのが非常にありがたかったです︒自分の人生としては

代会で一高との紛争のとき︑今でいう自治会のようなときのことで

それは旧制高等学校時代の学生としての体験です︒学生の総
非常によかったと思います︒
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した学校で︒京都大学の門の前にあって︑授業中︑学校で授業をやっ

取り締まる規則というのはほとんど感じなかった︒本当にのんびり

第三高等学校というのが独特の雰囲気なので︑学校のなかに学生を

れるのか﹂というから︑それはやはり︑霞分では︑旧制高等学校の

きに︑﹁どうして先生は文部省から来たのにりベラルな考え方をさ

な人を学生主事にすると︑学生は信用しますね︒その男が何かのと

がありましたけれども︑やることはきちっとしていますしね︒そん

校の鐵身でした︒純粋の兵隊︑バリバリにやった︒確かに左の傾向

みて︑それが一番学生から人気がありました︒あれは陸軍の幼年学

いうのだから︑辞退させない﹂といいました︒そうしたら︑やって

が一番びっくりしました︒﹁辞退する篇というから︑﹁校長がやれと

つけなさい﹂といわれた︑その男を学生主事にしたわけです︒本人

ときに︑﹁この男は物理の先生だけど︑これは共産党員だから気を

た人のモデルがあるでしょう︒木更津高専の前の校長から引継ぎの

大城︹富士男︺先生とか︑いい先生に会いましたからね︒そういっ

の期待というようなもの︒そのときに︑露高︹第四郎︺先生とか︑

るのでしょうね︒だから︑そのときの先生というものに対する自分

立って︑そのメンバーになってやった︑その自分の経験から来てい

いますから︑ちっとも遠慮もしませんし︑あまり尊敬する気になら

まだに僕らはやはり︑朝鮮の人のいいところも悪いところも知って

朝鮮人というのは住むところはすべて溺でしてね︒その意味で︑い

らは幼稚園にいって︑町の雰囲気は明るかったです︒あの当時から︑

で︑そのくせハイカラなことを好んで︑あんな田舎ですけれども僕

から︑地方色というよりも︑みんながわりあいにリベラルな雰囲気

な感じで︑いろいろな地方の出身が集まっているわけですね︒です

西田

ますか︒

二つのことがその後にどういう形で影響したと考えていらっしゃい

たということと︑軍隊体験をされて︑そして敗戦を迎えたと︒その

所澤

伊藤

で︑舞妓さんの手を握ったり︑戯れるから︑﹁汚いことをするな！﹂

にこんなきれいなものがあったのか﹂と︒年配の先輩がお酒を飲ん

いったりして︑舞妓さんなんかを見て︑生まれて初めて︑﹁世の中

伊藤

これはまた野暮な話︵笑︶︒

といって怒りましてね︒かわいらしい時代ですね︵笑︶︒

西田

最後にお聞きしたいと思うのは︑先生は朝鮮で生まれて育っ

剣道部に入ったときに︑先輩が一年生を京都の祇園に連れて

体育系であることは確かなのですね︒

たかも知れない︒剣道部で三年間︑剣道部ではマネ⁝ジャーをやら

ているのに︑おかみさんが子どもを連れて学校に入ってきて︑教室

ない︒だから︑前に申しあげた朝鮮奨学会なんて︑私どもはわりあ

あり︑高等学校のときに記念祭の委員長をやらされたり︑最後には

の前の廊下を子どもを連れて歩き回っている︒それを取り締まるこ

いざっくばらんに突き合い︑むしろ彼らから感謝されるくらいになっ

されましたからね︒

とを学校もしない︒一高は正門からしか出入りさせない︒ほかの者

た︒だけど︑今でも北朝鮮が自分の故郷だとは思いますが︑このあ

まわりまわって応援団長をやらされたり︑学生の自治活動の矢面に

を入れないように厳重だったそうですが︑三高は気楽なものでした︒

いだまで韓国の大統領が来ていましたけれども︑やはりあの人のい

戦争には自然にいっちゃったわけですから︒海軍にいったという

もだめだなあ︒

朝鮮で︑いわば植民地のころというのは︑町全体がリベラル

だから︑三高には極端な硬派がいれば︑軟派もある︒織田作之助だ
先生は軟派でも硬派でもないわけですか︒

うことはあまり歯切れがよくないですね︒あんなことをいっていて

伊藤

どうですかね︒応援団なんかをやったから︑硬派だと思われ

とか︑どうにもならんやつがたくさんおったのです︒

西顕
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ことは非常にありがたかったですね︒自分なりのいろんな技術系の
ですけれども︒

生を見ていると︑本当に違うというイメージでお話を聞いていたの
伊藤

仕事がやれましたしね︒

伊藤

れども︒でも︑もともとこのオーラルの始まりは大崎さんなんです︒

か︒大崎さん︑あなたもぜひやってください﹂といったら︑﹁とに

僕も大崎さんは本当にやっぱりそうだろうなと思うのですけ

験のある人とない人で︑我々がオーラルをやっていますと︑非常に

大崎さんは︑﹁じゃあ︑どなたからお聞きしたらよろしいでしょう

西田

かく先輩からいきましょう﹂と︑天城さん︒このあいだいって︑

これは選択ではないわけですよね︑陸海軍は︒実際に軍隊経

違うということは感じます︒

どものときから︑日清︑日露戦争の話を親父から懇々と︒乃木大将

﹁もうそろそろ先生の番ですよ㎏といったら︑﹁いや︑僕は⁝⁝︒天

そうですが︒私らの世代は︑親父が日露戦争ですからね︒子

から二百三高地の話とか︒戦争というのは我々のなかにしみこんで
まあ︑生活の一部ですよね︒私自身もそうですけれども︒

あまりお役にたてなくて⁝⁝︒

西田

城さんとか︑そちらから推薦してもらいなさい﹂と︵笑︶︒

伊藤
伊藤先生なんかも戦争のご記憶があるわけですか︒

伊藤

いるわけです︒

西田

もちろんあります︒私は敗戦のときに中学一年ですから︑も

似通っているところも︵笑︶︒

だけど︑天城さんは面自かったですね︒

いやいや︑非常に面白いお話です︒ありがとうございました︒

大崎君︑天城さんというのは文部省の匂いがしますね︒まあ︑

伊藤

まあ︑天城さんや木田さんなんかとはまた違った文部窟僚で

う少しで幼年学校の試験を受けようとかいっていたくらいですから︒

西田

そうですね︒木田さん︑天城さん自体も︑僕らが想像してい

しょう︒

伊藤

た文部窟僚とはちょっと違うような気がするのですね︒西田先生は︑
もう一段ちょっと違うなあと︵笑︶︒ただ︑天城先生がご推薦なさっ

小池

個人的には︑天城さんは頭のいい人だし︑アイデアのある人

たわけですから︒

西田

だけど︑率直にいってあまり実行力のない人ですね︒自分で責任を
持って新しいことをやるという人ではない︒その点は︑木田さんの
ほうが狐を馬に乗せたようなところがありますね︒突っ走るところ
伊藤

僕のイメージで文部官僚というと︑井内︹慶次郎︺さんとか︑

がある︒

小池

大崎︹仁︺さんというタイプが本当の文部官僚かなと︒だから︑先
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第1．JICA技術援助事業によるフィリピン派遣
（S61−3−16・一62一一11−8）

1

主な派遣任務
福田首相の公約により、1982年11月に、この国の工業教育を刷新する目的の
プロジェクトが発足し「フィリピン工科大学（TUP）」に設けられた「総合研究翻
練センター（IRTC）」に対して5弱年の援助嚢業が行われてきた。これによって、

日本から建物10億円、教育器材6。4億円、専門家派遣50名が提供され、日本内地

へ16名の研修員が派遣された。私はこのプmジエクトのチーフアドバイザーとし
て最終年度の締めくくりを行い、この事業の総括評価を行う任務を与えられた。

2．この国の一般的な社会的事情
（1）［国土］人1］1／2、Pt土

800／o、

GNP

1／20、平均気温27℃、雨期5〜10月

｛2）［教育制度】6・4・4−5、就学率：小6・・67e／e、中4雛4096、大1・360／o

（3》［TU円 設立1901の職業学校、1978に大学興格
（4｝［政治情勢］1986（S61）の3月、クーデターによりマル識ス大統領亡命の
ため、私の日本出発10日延期。その後1年7ヶ月の滞在中クーデター五回。
（5｝［現地で覚えた英単語］sampaguita，
hostage（人質），

ransum（身代金），

（上官抵抗），ambush（待ち伏せ），

garbage（こもく），

abductioB（誘拐），

liquidation（粛清），

graft（汚職），

insurgency（反乱），

mutiny

torture（拷問），

3．私に出来た仕事
（1）日本人専門家が、この国の工業技術の現場を知らないため、マニラ市内の

TUP卒業生の働く現場を見学訪問。
（2）機械・曝気・土木三分野に過去五年間に日本から送られてきた器栃約900点
のリストをデータベースに仕上げ、その所在と馨門別の均衡を調査。
（3）TUPの学長・学部長と定期に協議、問題点の改善を勧告、3月毎にJICAへ報
篶。

｛4）IR rcでのプqジェクトがTUPの教育三新に役立っていない点を改めるた
め、大学当局と根本的な改葦について折衝するも、遂に未解決。
〈5）TUPの工業教育を根本的に改善するため、 B本の大学で行われている「卒業
研究」を必修科霞とすることを諒承させ、その巽施のスタートを切ることが出
来た。
7
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4．このプロジェクトについての総括評価
｛1｝我が国とは全く気候風土の異なる国に対し、工業教育の刷新を援助するとい
うプmジェクトを発足するためには、その国の産業の実体、技術需要について

の幅広い基礎検討が必要である。ところが実際には、それらに殆ど予備知識の
ない我が国の奪門家を、任意に選抜して派遣したため、その人々は自分の経験
の範囲の技術指導に終始し、将来のこの国のために定着できる技術開発の教育
にはほど遠かった。
（2｝工業教育には実験二二が基本であるというのは、我が国では常識であって

も、400年のスペインの統治による文化的風土では、技術を卑しみ、ホワイト
カラーを目指す気風があり、巽験器材を贈与しても、それを積極的に活用しよ
うとはしない。この気風を打破して、自らの手で技術開発に取り組もうとする
態度を養うには、指導者の根気強い実践的指導の積み璽ねしかない。
㈲

実験巽習に関心が乏しいため、5年間に贈与された器材が殆ど整理されず死
蔵され、約20％は行方不明となった。また、後日そのリストを整理してみる

と、次々に交代する専門家がその都度希望をするものを追加してきたため、全
体として均衡が採れて折らず、基礎的なものが欠けている蕪蜂もある。專門毎
の器材の整備は、一貫した計画によるべきである。
｛4｝最終的に大学の必修科爵に採用されることになった「卒業研究」は一つの成

果であったが、このプロジェクトでスタートしたIRTCとTUPとの制度よの関
係が当初から曖昧であったため、TUPの大学教授陣の側に抵抗感が強く、これ
が大学の正規のカリキュラムとして存続できるかは不明である。

5．個人的な雑感
（1）工業技術は、北半球の寒冷地に発達したものであり、炎熱の熱帯地区で全く

異質の生活を営む社会のためには、太陽熱・集中右記など特有の自然環境を生
かした技術開発を振興する教育を研究する必要がある。
②

この国の貧富の格差（我がマンションの1日の部屋代が、メイドの1ヶ月の給

料に相当）はEに余る物があり、そのことが治安の悪化を招き、すべてのホテ
ル・銀行・デパート・店舗に銃器を持った警備員が配置されている光景は異常
である。武装した革命的な勢力が、イスラム血振と結びついて反乱を起こすこ
とを解決するのが、政治の根本命題である。

2
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6．

「ユネス：コ・アジア地域教育計画専門家会議」への出張
（S62−9−12一一20）

ユネスコ本部よりの個人的指命により、上記の会議に臼本代表として参加。
フィリピンより飛行機で、バンコク・ニューデリー、天山山脈を越えてタシケン
トからカザフ共和團の首都アルマ勝心へ。

［参加国］

ソ連・中国・蒙古・インド・パキスタン・スリランカ・タイ・ベトナ

ム・フィリピン・日本
［発言］中国「9力年の義務教育に民間活動の活用」、ソ連「民間の介入は効率
を阻害」、臼本「我が国では国鉄を民間に分割して効率化」、フィリピン
「私立大学の膨張が就職難を」、日本「大学自体の就職斡旋機能が人材需給の
自動調節に。就職難が社会の人材配分の調整を。義務教育の徹底が社会階層
の変革に。」

第2．東京女学館短期大学の改組
（1988−4−6

一1995−9−30）

1．学長就任時に与えられた課題
（1｝東京女学館は、百年前の1888年に、伊藤博文らの明治の：元勲が、鹿鳴館時

代の経験を通じて、今後我が国に開明的な女性の育成を図らなければ、日本の
近代化を成し遂げて国際社会に伍すことは難しいと考え、渋沢栄一を中心とし
て創設した日本最初の女子教育機関であるという歴史がある。
（2）東京女学館は東京の渋谷を本拠として、小・中・高校・短大を持っていた
が、敷地が狭小のため短大だけが数年前に町田市に移転し、校地32，600所、
校舎4，000甫、入学定員250人、専任教員14人の規模である。

《3｝1974年10月、文部省から学校運営の改善について指摘があり、その中に
「短大の文科という学科は、その中を2以上の専攻課程に分離するのが原則で
あり、学科の名称と教育課程との子連を再検討すること」というのがあった
が、その後14年間、手を付けられていなかった。

2．短大改組の出発点
｛1）88年4・月、理事長（有光次郎）より「一挙に四年制にするのは無理、短大の
内容充実を」との指示あり。

②

4／13H、第1回の教授会で、全教員に改革についての意見提出を求める。

3
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その結果の要約は、

a）東京女学館の存在意義、短大の将来性、四年制創設の必要性を検討。
b）現在の短大のコース制を専攻又は新しい学科に改める。
c）

当面の学内問題としては、図書館の充実、事務機構の効率化、諸規定
の整備、教員の研究環境の整備を促進。

｛3｝4／26日、：二年生の学生200人に対して「将来の希望進路」につきアンケー
ト、その結菓は、

a）

90％の学生が、就職を希望。（女学館の先輩の常識は、家庭人）

b）2／3の学生が、秘書・タイプ・ワープロ・英語検定・英会話・簿記な
どの技術習得や、専門の掘り下げた勉強を希望。
（4｝5／25日から7／13日まで、7回の教授会を開き、次のA〜Cについて検討
し、一応の結論を得た。
［A．

女学館の教育理念】一一創設時の理念を今日に引き直せば、自国と他国

の文化の正しい理解、国際交流の第一線で活躍できる語学力の体得、
情報化時代に女性の天性を生かした専門職の育成となる。
［B．

四年制創設のねらいと特色】一・一一学生の質の向上を期待、高学歴志向の

時代的鼠講に合致。

〔C．

特色ある短大の具体的構想｝…コース別を専攻課程にしてみても、短

大の魅力が増すわけでもなく、認可申請や予算措置の手間が掛かる。

（5）6月、S53年〜57年忌本学卒業生に対し、職業体験と短大教育への改善要望
を調査した。（回収率58％、回収数584）その結果は、

a）巽務経験は、受付・文書整理・経理等の一般事務、奪門職は1割。
b）職業に満足感を持てたのは、特別な研修や訓練を受けた2劃程度。

c）2／3の者が、案務処理能力の向上、カリキュラムの専門化などの短
大教育の改醤を要望。

d）教養晶出の短大希望は5％、四年制大学創設希望は40／o。

3．短大改革についての学長の私見
（1｝二年制短大は、新学制に切替の時、正規の大学の基準に達しない旧制の学校

を暫定的に救済するため、法令の付則に「当分の間」として存続を認めたもの
で、私は、かねてからそれが学校制度として致命的な欠陥があると考えてき
た。それは、2年という修業期間が、学問的修練には極め不十分であり、入学
の翌年から卒業のことに奔命し、学園社会の成熟を不可能にするからである。
それが、時代の趨勢もあって、私学団体の強：カな政治運動により、正規の制
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度に切り替えられた時、当時の大学局関係者は切歯して悔やんだものである。
（2）近年、女性の社会的進出が増大し、敏感な若い女性は、進学希望について

も、高学歴志向と共に、女子教育の伝統的なものから、社会科学・自然科学系
の実務的なものに急速に移行しつつある。

㈲現在の二年制の粋を固定したまま、巽技訓練を璽視すれば、専修学校と同様
になり、大学に必要な最低限度の学問的基盤も脆弱となり、短大としての特色
が失われる。

｛4）現時点で抜本的改革を見送り、10年後の大学進学者の極小期を迎えると、
急増期に膨張した四年制大学が収縮しない限り、短大への入学者は半滅する。

その危険を回避する施策が案効を現すには、数年を要するので、理趣ちに内容
的に八色のある3年制短大か4年制大学へ脱皮すべきである。

4．その後の審議経過
（1）7／18日、それまでの審議結果を理事会に報街、これには3年制短大学長試
案・短大教員希望の4年制大学案が示され、これについて理事会から激励あ
り、認可上の問題について文部省と折衝することを諒解あり。
（2）9／7日、新構想の学科につき、女学館高校・中学の全教員に説明。

（3）ll／28日、理事会に「第1回裁定伺」、2年制と3年欄の併設案、4年制の翼
現の可能性、3年制短大への高校の態度、財源措置などを討議。
（4）12／19日、理事会に「第2回裁定伺」、教養教育軽視の実務能力育成反鰐の

意見、4年制より3年制をとるの離見、理事長より「現在の短大の活性化を。3
年制・4年制を弄えるのは不適当」との発書。
（5）その後、89／1／23日、2／20臼、5／1臼に理事会が開かれたが、ときに理
事長が激高されたり、前回までの経過を忘失したりして、痴呆の兆候が見ら
れ、結論が得られず。

5．短大内部の実質改革への着手
紛 89／5月から、理事会の基本方針決定を待たず、短大内部でr近い将来の四
年制大学への移行の基礎作りとして、短大カリキュラム改革の基本構想作りの
作業」が進められた。
5
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（2｝それと併行して、私は、1984年から91年までの東京女学館全体の財政状況
を、その財務資料から分析し、短大の財政規模は全体の2割強であるが、これ
まで長年にわたって短大の教員数を抑制してきたため、その収入超過額の累計

は、女学館全体の可処分資産100ts円以上の18％を占め、短大改革に要する
財源は十分であることが分かった。

（3》これによって、1991年度の予算から、短大カリキュラム改革のための教員
定数6名の増員、語学教育の強化のためのしL設備と要員の採用、情報処理実
習設備の導入、教務・学生事務処理の電算化などに着手した。

｛4｝さらに、1992年〜93年にわたって、総工費約10億円、3，000㎡の「総合
学習センター」（蔵書数18万冊の躍算化された図書館、AVライブラリー、学
生ホール、情報処理教育実習室、新規教員用研究蓋、考古学収蔵庫などの総合
建造物）、新規増設教窒、校内美的環境整備などの建設工事を進めた。

（5》1993年6月に、新しい短大への改組転換のための認可申講を文部省へ行
い、1994・年末に審査合格、199S年4月から新学科を開設した。

6．新しい短大の教育課程編成の基本理念
（1｝学則第1条に「近代日本の草創期に開明的な女性の育成をめざして創設され
た東京女学館の建学の理想を継承し、国際的なつながりの緊密化する時代の要
請にこたえて、女子に対し、日本及び他国の文化を幅広く理解させるととも
に、社会的活動に積極的に参加し、貢献するために必要な専門的能力の育成を
図ることを屋的とする。」を掲げる。
（21全学生に共通する基礎教養教育

a）次の2群がらそれぞれ2科目以上：
［A群］（人文・社会の墓礎）哲学・女性学・福祉社会・精神の科学、

［B群】（全地球的な課題）国忌問題・南北問題・地球環境論・民族問題
b）

［必修科則体育翼技・総合英語

［選択科図】（第2外国語）中国・独・

仏・西、（スタディスキルズ）文章表現・口頭表現・英文タイプ・ワー
プ

・パソコン・英会謡入門

（3）国際文化学科

a）［必修科目］日本文店舗・欧米文化論・人文地理学

［2科鼠選択必修］

文化人類学・比較文学論・考古学・現代思想・国際政治学・園際経済
学・民俗学・現代メディア論
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b）次の4系列の1つを主専攻に選び、少人数の基礎演習で自主的な学習
方法を学び、他系列でも副専攻の三門科匿を履修する。

日本文化・アジア文化・欧米文化・英語特修
（4｝情報社会学科（※は必修）

a）

［企業・社会の問題の理解］

※情報基礎論・※情報社会論・※産業

社会論・人間行動論・生活文化論・情報メディア論・地域計画論
［情報処理の科学的方法］ ※情報と統計・社会調査法・会計学・

b）

データ解析法・生活調査法・経営科学技法
C）

［情報処理への電算機の活用】

※情報科学概論・※情報処理法・人

間工学・システム設計・ネットワーク・データベース・プqグラミング

7．新しい短大における各種規定の整備
学内組織運営規定、学業成績審査規定、入学者選抜規定、図書館運営規定、
教務事務処理要領、予算編成執行手続要項、授業科目履修基準、学生準則、
学生賞罰基準、学生身分取扱基準、教員採用選考規程、学校運営訴価実施要項
卒業進級認定基準、交友会館管理規程、教員服務特例規程、定年退職規程
学生海外研修指導旅行実施要項、教員砺修留学制度実施要項、
教員研究経費運用基準、

8．学長依願退職
新短大の発足を見届けて、1995年9月30日、7年半の任務を終了した。

第3．入学者選抜方法の妥当性に関する個人的研究の概要
1．木更津高専時代（1979〜1985）
（1｝

。

ムのム百

究，査（「別冊資料」参照）

1983年、27高専の延べ13，565人の卒業生について、統一的な方法
で、高専入学後の学業成績と、各穏選抜資料（内申書各教科の評点や学力検
査各科目の得点）との相関関係を追跡調査した結果は次の通りであった。
a）5教科と5科目の合計点との相閲係数は、0．2〜0．3程度である。

b）9教科（5教科＋音・美・体・技）と5科自の全ての点数の内で、入学
後の学業成績を最も少ない誤差で予測するうえに璽視すべきものはどれ
かを、回帰分析の方法で調べたら、最も多くの学校に共通していたもの
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は、次の通りであった。

技術家庭95％、内申社会550／o、美術450／o、内申理科41

o／o、

学力英語41％、内申数学3696、学力理科3696
c）全ての教科・科目の点数を用いて作成した璽回帰式による予測値と
入学後の学業成績との相関係数は、0．3〜0．4

程度に向上するが、これ

を学科別に行えば更にO．4〜0．5まで向上することがある。
［璽回帰式の説明】

入学後の学業成縷（Y）の予測値（Z）を、各教科・科目の点数を用いて、

次のように表したとき、このZの値と実際の値（Y）との誤差が最も少な
くなるように各点数の係数（a，b，c，d，・・を定めたものが、重回鑑式で

あり、その場合のZのYへの相関関係を重捌粥係数と呼ぶ。
Z＝

a（国）＋b（社）＋c（数）＋d（理）＋e（英）＋f（春）＋・…

＋j（国テ）＋k（社テ）＋1（twテ）＋m（理テ）＋n（英テ）

［相関係数の意解

YとZとの間に「相関係数O．5の関係がある」ということは、「Yの
変動量の（O．5）2・・0．25、つまり25％はZの変動と関連がある」こと

を意味する。（この2S％をZの「説明寄与率」と呼ぶ。）

（2｝

亭高

での

ny＋一

s

（「別冊資料」参照）

木更津高専の1972年から78年までの7力年に入学して卒業した634人に
ついて、学業雲高が例外的な者88名を除いて、学科別に重回帰式を求めた
ところ、二相閲係数が0．517〜0．579程度のもの得た。
重回帰式の係数は、学科によって薯しく異なり、いずれの場合も学力テス
トより中学の調査書の方が、入学後の学業旧記と深い閲係のあることを示し
ている。（「別冊資料」のカラ…一図表参照）

（3）このような分析資料に基づき、入学者の選抜に準回帰式を用いることを、

1983一こ：ろ校畏から提案したが、1985年の退富まで遂に実現しなかった。

2．東京女学館時代（1988〜1995）
（1）

陥のた

の入

va

か

について（「別冊資料」参照）

（1993年11月、リクルート社発行「カレッジマネジメント」63号に発表）
「1．入試制度の改善の目標は何か」
「2．学力テストは入学者の選抜にどれほど有効か」
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［表1］…東京女学館短大の巽績では、①一般高校からの入学者につ
いては、卒業成綾の優劣をR（内申）やT（学テ）で説明できる寄与率

は100／o過ぎない。②しかし、女学館高校からの入学者の場合は、

寄与率が高くなり、Rの水準が均一で一般高校とは学校差があるこ
とがわかる。③しかし、丁の寄与率はどちらも100／o前後である。
［表

2

］一一一周前場合、一般高校については、学校差が大きく、また学

生個人の特異な奮発や落ち込みで例外的な成績を示す餐を統計的
な手法で除外すると、Rの寄与率は4倍近く向上するが、 Tの寄与
率にはそれが見られない。

「3．内申書と学カテストを総出的に活用すれば、入試選抜はどれほど改
善されるか」

［表

3】… 東京女学館短大でRの8教科とTの3科目の得点を用いて
重回帰式を求めた。①一般選抜では、国語のほか芸術・家庭な
どの教科の比璽が璽く、テストの科9の二二は軽い。②このよ
うな璽回帰式を用いてZ値を計算すれば、一般選抜とその他の
推薦入学とを同じZ値で比較しながら、公平に選抜できる。

［表

4】…東京女学館短大では、90，91年痩からZ値による選抜を開
平したので、それと卒業成績との相関から寄与率を求めたら、学
力テストの4倍ほど高い判別力で学業成下の伸びる可能性のある
者を選抜できたことが分かる。

（2｝

女滋

一

ma

85〜89

@のT・Zs

の

「別冊資料jの図から、卒業成綾の高い者は、TよりもZの高い方へ集
中していることが分かる。
㈲

「愚力

一ストとZ

による囎

入ma

の上

についてく「別冊資料」）

90年渡と91年度について、Z値による選抜が、学カテストによる選抜よ
りも、卒業密画の良い者を選ぶ効果を発揮したかを検証した。
①丁値でもZ値でも合格の［A群］の者は、変わらない。

②Z値による選抜では、丁値で舎格・Z値不合格の［C群］の一部が、T値
で不合格・Z値で合格の［B群】で置き換えられ、入学者の30〜4・0％が
交替する。

③この［B群】からの交替入学管は、［C醐の交替者よりも卒業成績の
平均値が高く、卒業成熟不振者の割合が顕著に少ない。
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｛4》各数曼の面接評価丞塗（「別冊資料」参照）
推薦入学者の選考のため、［社会的成熟］、［学習意欲］、［自己表現】、［行

動意欲］、［時代感覚】の5つの評価項屠を定め、21人の全教員が3人ずつ7班

を作って、面接を行った。各教員は、各評価項目について5段階の評点を与
え、班内の3人の評点の平均点を、面接点とした。
a）

21人の教員個人の面接点は、平均値も標準偏差もかなり大きな差異

があり、班別の組合せの際、班毎の平均値に極端な差異が生じないよ
う、配慮が必要である。

b）各教員の評価の傾向にも、個性的な偏りがあり、班内の他の2人と全
く相反する評価を繰り返す者もあり、役割指名上注意が必要である。

3。重回帰式による入学者選抜方法改善方策の限界について
この方式は、理論的には簸善のものと考えて、これまで約15年間継続研究を続
けてきたが、次のような限界をいかに克服するかが解決されない限り、新しい展開
は期待できないであろう。何時の日か、新進の有志が、新天地を開拓されることを
念願するものである。

a）卒業野州との相関を高めることを、最大の目檬としてきたが、そも
そも、その成績の内容をなす授業科目担当教員の出題・成績評価に、ど
れだけの客観的合理性があるかが不明である。私が女学館短大におい
て、若干の教員の入試問題の分析を試みた時でさえ、設定された数個の
設問への正答の内容が互いに矛訂するものであったり、全く正答率が0
であったりすることがあった。出題そのものが教育測定学の評価に耐え
るよう改善されるまでは、完全な妥当性を保陣する方法は、完成しない
であろう。
b）今日、重圓帰分析のデータ処理は、私が悪戦苦闘した時代に比べれ
ば、格段に進歩し、実施容易になったが、依然として多変置解析という
手法の思想は一般には馴染みにくく、人文系が多数を占める大学教授団
の中においては、心理的に違和感をもって迎えられ、容易には政策的に
受け入れられない宿命を担っている。
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「中教審・後期中等教育の拡充」『社会教育』22（1）、1967年1月
「座談会・高等専門学校の今後の課題」『文部時報』（通号！075）、1967年3月
「教育行政における調査研究の課題（〈特集〉教育調査と研究）」『教育調査』（通号64）、1967年3月

「教育計画と調査統計
昭和42年度文教行政の展望」『文部時報』（通号1078）、1967年5月
「（座談会）教育・学術・文化の国際交流の現状と問題点」『文部時報』（通号1079）、1967年6月
「中央教育審議会における「検討の観点」について」『教育委員会月報』19（5）、1967年8月
「『教職員の勤務状況と宿B直等』に関する実態調査の実施について」「教育委員会月報』19（6）、1967

年9月
「教育計画第1期作業の展開（昭和43年度文教行政の展望）」『文部時報』（通号1086）、1968年3月
「大臣官房の企画調査事務（〈特集〉昭和44年度文教行政の展望）」『文部時報』（通号1100）、1969年

3月
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「申央教育審議会答申の中心課題とその考え方

『当面する大学教育の課題に灼応ずるための方策』

（〈特集〉中教審答申）」「厚生補導』（通号37）、1969年6月
「中央教育審議会答申の中心課題とその考え方（〈特集〉大学運営臨時措置法）」『大学資料』（通号32・

33）、1969年11月
「システム的思考とは何か

情報化社会に適応する能力の育成（〈特集〉情報化時代に生きる）」「エ

コノミスト』（通号別冊）、1969年12月
「教育システムの研究と教育工学」「文部時報』（通号1110）、1970年1月
「大臣窟房の企画調査事務（〈特集〉昭和45年度文教行政の展望）」「文部時報』（通号11i3）、1970年

4月
「システム化による教育の本質の究明（〈特集〉教育のシステム化は教育革新への道か）」『現代教育科
学』13（7）、1970年7月

F70年代の教育政策の課題

OECD・教育成長のための政策会議に出席して」『教育委員会月報』22

（4）、1970年7月

「『臨時増刊号』の刊行にあたって（教育とコンピューター一教育におけるコンピューター利用に関
する国際セミナー報告）」『文部時報』（通号1121）、1970年11月
「大臣官房の企画調査事務（〈特集〉昭和46年度文教行政の展望）」『文部時報』（通号li25）、1971年

3月
「中教審答申について」「教育委員会月報』23（3）、1971年6月
「教育計画と予測計量（〈特集〉中央教育審議会答申）」『文部時報』（通号1129）、1971年7月
「座談会・初等・中等教員の資質向上と処遇の改善（〈特集〉中央教育審議会答申）」『文部時報』（通

号1129）、1971年7月
「B本のユネスコ活動の課題」『文部時報』（通号1135）、1972年1月
「座談会・第3回世界成人教育会議に参加して」『文部時報』（通号1144）、1972年10月
「『国連大学』考」『厚生補導』（通号92）、1974年1月

「模索の10年一昭和27年から37年まで（戦後30年の歩み・第百号記念特集）一一（学生課の歩み）」
『厚生補導』（通号99・100）、1974年10月
「放送大学への要請一教育需要予測調査による分析」『教育と情報』（通号218）、1976年5月
「国連大学の構想が固まるまで（〈特集〉国連大学の現状と将来）」「学術月報』29（7）、1976年10月

「『放送大学』に期待できるもの一その特質と限界について」「学術月報』29（7）、1976年10月
「大学放送教育の展望」『教育委員会月報』30（9）、1978年12月
「大学教育における放送利用について

放送教育開発センターの発足」『厚生補導：』（通号151）、1979

年1月
「高等専門学校留学制度の出発

直面する課題の予備的整理（留学生交流）」『大学と学生』（通号196）、

1982年9月
「高等専門学校教育の理念と実践（高等専門学校二〇年の歩み）」『文部時報』（通号1265）、1982年10
月
「今から三〇年前のこと（全国厚生補導研究集会二〇回記念）一（全国厚生補導研究集会二〇回に思う）」

「大学と学生』（通号204）、1983年5月
「『教育改革』私見（〈特集〉教育改革への意見）」『季刊教育法』（通号52）、1984年7月
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あとがき

本冊子は西田亀久夫氏のオーラルヒストリー記録である︒我々は既に文部官僚の天城勲︑木田宏両氏のオーラルヒストリーを
行い︵両氏のものは既に冊子化されている︶︑戦後文部行政についての多くの情報を持つことが出来た︒木田・天城氏が次にお
伺いすべき入物として推薦して下さったのが西田氏であった︒木田氏から西田氏の住所をお聞きして︑ご依頼のお手紙を差し上
げたのが︑平成十四黛五月であった︒西田氏は承諾の返事を下さり︑一度ご説明のためにお目にかかることにした︒ご親切な西
田氏はその前に写真と履歴書をお送り下さった︒六月十九日に八王子の京王プラザホテルでお屋にかかり︑ロビーで色々お打ち
合わせをした︒その際に﹃海原治オーラルヒストリー﹄をお持ちして︑大体のイメージを掴んで頂いた︒その時にご著書の﹃教
育政策の課題﹄と中教審の四六答申の複製を下さったが︑これらはお話を伺うために大変に役に立った︒
聞き手は︑天城・木田両氏の時と同じく︑小池聖一氏︑所澤潤氏︑村上浩昭氏︑そして私の四人︑場所は政策研究大学院大学
の虎ノ門にあるプロジェクトセンターの会議室とした︒速記はペンハウスの矢沢麻里さんが担当された︒
第一回は質問項目なしで︑同年七月十五日に行った︒この時は朝鮮で中学までを過ごされて︑三高に入り︑剣道部のマネー
ジャー︑そして生徒代表として一高とのトラブルの解決に働き︑応援団長として活躍し︵その時に︑後の文部次官B高第四郎に
知られることになった︶︑東京帝国大学に進んで理学部物理学科で学び︑昭和十六年海軍技術研究所に就職したが︑二ヶ月後に
短期現役技術科士官に採用され︑砲術学校で訓練を受けて佐世保海軍工廠︑更に呉海軍工廠に配属されて仕事をされた時期まで
のお話を伺った︒氏のお話によると︑既に自分史を書き始めておられ︑敗戦の所までを書いたとのことで︑それをもとにお話し
下さった︒

第二回からは︑当初所澤氏︑後に村上氏が質項際を作成し︑事前にお送りした︒第二圓は八月十二臼︑呉の砲煩実験部でのお
仕事︑原爆の体験︑終戦後も残留させられて︑アメリカ海軍技術調査団の相手をし︑終ったのち日本化薬研究所を経て︑京都の
高桐書院という書店に就職︑組合の長から会社の役員になり︑その会社が倒産してその清算事務を行い︑日高第四郎の斡旋で大
阪第一師範平野分校の教諭を経て︑昭和二十五年大阪学芸大学助教授として教育に関わっていたとき︑昭和二十七年に日高第四
郎の要請で文部省大学学術局学生生活課長︵後学生課長︶に就任されて︵その前年に文部省科学窟としてアメリカの学生指導の
専門家の講習会で勉強した︶︑文部省に入られるまでのご経験を伺った︒ご本人も述べて居られるようにこの時期のご経験が文
部省に入ってからのお仕事に大きな影響を与えることになった︒
第三圓は九月十七臼︑第四臓は十月十五日︑学生運動華やかな時機の学生課長としての一〇年間のお仕事を伺った︒血のメー
デー事件後の﹁教育の問題としての学生運動﹂という文書のこと︑学生代表とのディスカッションのこと︑学生部長会議への提
案のこと︑昭和三手一年から翌年にかけてのアメリカへの実地視察のこと︑学士会館のこと︑育英会︵琉球育英会のことも︶の
こと︑就職問題のこと︑朝鮮奨学会のこと︑学生生活実態調査のことなどが主たる主題であった︒十一月十九日の第五回には︑
昭和三十七年からの大学学術局庶務課長時代のお話しを伺った︒教養学部の設置基準の作成︑講座学科目省令の制定︑大学設置
認可の仕事︑国立大学事務局長・庶務部長の研修での大学論︑大学管理法案の見送り︑理科教育の振興などが主題であった︒
十二月十六臼の第六回は昭和四十年からの調査局審議官・官房審議官時代のうち︑中教審以外の問題︵金国学力調査のこと︑
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能力開発研究所の後始末のこと︑AA諸国への教育協力のこと︑世界文部大臣会議のこと︑アジア文部大臣会議のこと︑IBE・
O￡CD・ユネスコ・臼米文化教育交流会議の会議のこと︑文部省のコンピュータの導入のことなど︶について︑そして翌平成
十五年の一月二十一日の第七回︑二月二十七日の第八回︑三月十九日の第九回に一旦って中教審のいわゆる四六答申について極め
て詳細に伺った︒説明のためにデータを大量に作成してお話し下さった︒このお話が氏のお話の一つのハイライトであった︒こ
の答申の内容の多くは今日まで残った課題となっているものが多い︒お話しは︑極めて総合的包括的な諮問の経過︑委員のメン
バーの選定︑事務局︵企画室︶の構成と役割︑専門委員会の構成とその進行︑事務局におけるデータの作成︵詳細な数字的デー
タの作成は西田氏の得意とするところであった︶︑公聴会︑各特別委員会での審議の状況︑答申の作成とその内容︑答申の内容
が実現されなかった要因までと詳細なものであった︒
そして四月十五日の第十回では︑四六答申の審議最中に大学紛争解決についての第二四特別委員会のお話︵西田氏の発想が強
く反映した︒大学紛争の背景︑大学制度の基本的課題との関係︑政府の取るべき措置の内容︑政治家の反応と田中角栄自民党幹
事長の決断︑昭和四十四年の﹁大学の運営に関する臨時措置法しの公布とその結果︶と︑四六答申が提起した未解決の重要課題
︵以上についてはご自身でメモを配布された︶︑そして答申の直後昭和四十六年に任命された文部省日本ユネスコ国内委員会事務
総長として国連大学創設を中心に各国の視察︑国際会議︑昭和四十九年の国内委員会の解散についてお話しを伺った︒
五月十三Bの第十一回では︵この時も最終回もメモを配布して下さった︶︑文部省科学官︵東京工業大学教授︶として放送大
学設立準備に苦心された時のお話︵英米への視察︑これ以前の﹁放送大学の基本構想﹂︑実験番組の検討︑﹁放送大学に対する教
育需要の予測調査﹂︑﹁放送大学の基本計画﹂︑﹁放送教育開発センター﹂の設立までのお話し︶を︑最終の六月十Bの第十二回で
は︑昭和五十四年からの木更津高専校長としての様々な試み︑昭和六十一年からのJICA技術援助事業によるフィリピン派遣
の経験︑昭和六十三年からの東京女学館短期大学長時代の八年間のお話と︑最後に氏が強い関心を持ち続けて居られた入試制度
についての御研究のお話を伺って終了した︒
西田氏のお話は︑木田・天城両氏のお話と相互に関連しながら︑微妙に食い違い︑更に多くの方々のお話を伺う必要を痛感す
るが︑この三人の方のお話を通じて戦後教育政策について大雑把な見通しと問題点をやや立体的に把握することが出来たように
も感じるのである︒

本冊子の整理・編集は小林淑憲・塙ひろ子両氏が担当した︒編集の過程で昨年秋に西田氏は体調を崩され︑今年に入って次第
に快方に向かわれ︑そういう中で最終チェックをして下さった︒最後に︑お話しを通じて多くの情報を与えて下さった西田氏︑

伊藤 隆

インタビューア1として協力してくださった小池・所謂・村上の諸氏︑そして速記の担当者︑編集担当者︑コーディネーターと
して連絡に当たって下さった三條薫さんを始めとする皆さんに心からお礼を申し上げる︒

平成十六年三月十 五 B

政策研究院大学院大学教授
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