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『
学歴主義 と労働社会― 高度成長 と自営業の衰退が もた らした もの―』
田中 高年 (職業能力開発総合大学校名誉教授)
著者 は本書以前 に 『
熟練 と分業』、 『トヨテイズ ム』、 『
終身
雇用』、 『
知的熟練論批判』、『日本の労働研究』、
雇用不安』、 『
『日本的雇用慣行 』等 の著作 でわが 国 の労働問題 を世 に問 う
て きた著名な研究者である。そ して、本書はわが国の教育問
題 と労働問題 との関連について論 じた新たなチャレンジの よ
うである。既 にい くつ かの書評が出てい るが、この度編集委

既 に官営八幡製鉄所 で始 まっていたことについ て菅山の研究
を紹介 ・検討 している。
第 6章 では資格 とは職業資格 と教育 資格 であるとして、わ
が国が西欧型近代社会 の資格社会にならなか った理 由に、資
下方」に向かわなか ったことを論 じてい る。
格が社会 の 「
下方」
本書 で筆者が最 も参考になった ことは、資格社会が 「
に発展 しなかった とい う解説 である。わが国の技能検定 のモ
デ ルが ドイッの職業資格 であるにもかかわ らず、わが国の社

員会 よ り書評す るよ うに仰せ つ かった。労働専門家 の書評 と
は異 なると思われるが任 を果た したい。
まず、本書の章立ては次の通 りである。
序 章 本書 の課題 と主張

会的位置づ け との差異に疑間を持 っていたか らである。推測
すると先進国 (例えば英国)の庶民 の学校 は労働過程 の学習間

第 1章

題が発展 し、整備 され成立 したのに対 し、わが国では日本的
上 向」 の教育資格が先に発達 した
な学校制度の形成により 「

学歴社会成立にか んする通念
補論 1
「
労働市場」 とい う用語

第 2章
第 3章

学歴社会は 「
昭和初期」に成立 したのか一 天野郁夫編
『
学歴主義の社会史』への初期高専生 としての批判
学歴主義の局地的成立 (男性)と 特定的成立 (女性)

ためであろ う。例 えば法定徒弟制 のよ うな職業制度 は学校 よ
り大幅に遅れて成立 (大正 5年 )し たため と考える。このこと
は欧州で近年追求 されてい る学歴資格 と職業資格 の統合が わ
が国では極めて困難な ことを予測 させる。

近代初期 の学校制度
補論 3 逓信省 の 「
雇」
第 4章 文官高等試験 と女性
第 5章 自営業 の衰退が もた らした もの
補論 2

補論 4

なお、著者は第 6章 で 「
技能検定制度は、学校教育 とリンク
してい なかった。」としている。このことは事実 であるが、そ
の要因は昭和 23年 の文部 。労働両省に よる 「
労働者 に対す る

菅山真次 『
「
就社」社会 の誕生』 の検討
と
資格制度 学歴主義

第 6章
序章 では著者 の意図が、学校問題 を労働問題 として研究す

社会教育」の 役割分担 "の 延長にあ ったためであ り、わが国
の 縦割行政"の 弊害 の現れに過 ぎないこ とについ ての補足
が無 く、読者に誤解 を与 える疑念がある。
参考になったもう一点 は女性 の問題が明確 にされ、労働社

ることであ り、そ の視点 として学歴主義、学歴社会を取 り上
げ、その成立に 自営業 の衰退 =経 済 の高度成長 を挙げてい る。
第 1章 では福沢諭吉 の 『
学問のす ゝめ』や中村正直訳の 『
西
国立志伝』が学歴社会 をもた らしたとい う通説が批判 される。
補論 1で は「
労働」とい う言葉 が肉体労働 に狭 く捉 えられて
いたこと、「
労働市場Jと い う用語 の歴 史 とそれには疑 間が有

会 の成立に位置づ け られてい ることである。国民全体のこと
を考えてい るようであって も女性 のファクターが入っていな
いこ とがあることの戒め として忘れてはならぬ視点である。
一方、労働学 にも教育学にも専門外の筆者 が感 じる本書ヘ
の疑間は、著者 のキーワー ドである 「
学歴主義」、「
高度成長」
の
とらえ
とそれ
らの
互関係である。特
に、
及び 「自営業」
方
相
農業 ではな く自営業 とした点についてである。それ らに共通

るので避けることつい て述べ られてい る。
第 2章 は先行研究 の学歴社会は昭和初期 に成立 したとして
い る天野の研究 を、副題 にあるよ うに初期高専生 として見る
と実際 は 1960年代 であるとして批判 してい る。
第 3章 では男性 は文官任用 (試験)に よって、女性 は教師等

す る著者 の視点 は 1960年代 で あ り、そ の例証が著者が強調
してい る 「
初期高専生」とい う点 である。そ して、学歴社会の
生成 に極めて強 く関連す ると考える学費負担 との関係 を著者
は全 く論 じていないことにも疑間がある。進学率が高まらね

の特定な専門職に よって学歴主義は成立 した としてい る。
補論 2で は 「
帝国大学令」等が制定 された 1887(明治 20)前
後 の学校制度 を男女別に経緯 を交 えて紹介 してい る。

ば学歴社会は成立せず、学費支払 いの可能性が家庭での進学
の可否 の判断基準 になるか らである。
さて、著者は学歴社会 の確 立 を高等官、上級職の受験 ・採
用 としているが、初期 高専生の高 い受験率 とどのように関わ
るのか、学歴 主義は大学へ の進学だけが問題 でない として も

補論 3で は通信省 の職位 の呼称 につい て紹介 してい る。
第 4章 では女性の文 官高等試験資格 の既存 の論 を批判 し、
実際に女性 を上級職に採用 したのは戦後 としてい る。
第 5章 では自営業 の衰退が 日本社会の構造改革をもたらし、

学
両者 の関連が明確 でない。ちなみに、学歴観 は明治 5年 の 「
い
制序文」にお て 「
学問 は身 を立てるの財本」 として政府 か

学歴主義 の倫理観が形成 された ことを論 じてい る。
補論 4で は教 育界 ではほ とん ど使 われてい ない 「
就社」が
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一生 を自棄す
ら国民に推奨 され、「
学ばざる事 と思」う者 は 「

(書 評)

る」 ことになると警告 したのが始 ま りであ ったように、学校
へ の敬重観 ・志望観 の醸成 として始 まった。
しか し、学校建築費 ・学費がかか り、労働力である子弟 を
学校 に取 られ、役立たない教育 を受けさせ らることに農民は
反発 した。例 えば軍隊に鎮圧 された学校焼 き討ち事件や新聞
に公 表 されてい る反学校 の農民騒擾 は 34件 もあった。 とこ
ろが、明治 30年 代 になると、農民 も就学による学習 の有効性
を理解 して子 弟 の通学の利便性 を要求す るよ うになる。学
校 ・分校 の廃止 ・移転反対、増設要求等 の農民騒擾は大正時
代 までに 387(その内同盟休校 36)件が起 きてい る。この頃 よ
り学歴 の意識が農民 にも芽生えた と言えよう。
ちなみに、「
立 身出世」の言葉が初めて使用 されるのは 『
浮
雲』であった。庶民であるお勢 さんの母親に 「
ふむ、学問、学
問 とお言 いだ け ど、立 身出世すれば こそ学問だよ」 と二葉亭
四迷は言わせてい る。初版 の発行は明治20年であるが、版 を
重ねて愛読 された。 この頃か ら徐 々に就学→進学 →学歴主義
とい う観念が社会に浸透 し始めたと言え よう。
大卒者 を 「
学士様」と呼び、「
嫁にやるなら学士様へ」の映
画が 1926(昭和元)年 に制作 された。著者 は 『日本的雇用慣
行』で 「
学歴主義は、1960年代 における高校進学率の急上昇
によって変容 した」 と記 していた。天野の昭和初期確立論 を
丹波笹山での 「
特殊条件」だ と批判 してい るその視座 は、著
者 の 出身地 と学 んだ高専 の実感か ら生 まれた本書の基軸であ
る。ただ、前著 の 「
変容 した」か ら本書の 1960年代に成立 し
た とする新たな論理へ変容 した理由が不明である。

る。」 と記 してい るが しか し、何故か本書 の論理 には農業 は
入ってい ない。 ところが、本書の副題 に記 されてい るように
「自営業 の衰退」が学歴主義 に大 きく関わるとしている。「
農
業」とせ ず概念が広 い 「自営業Jに した理由は不明 だが、1960
年代 に焦点化するためなのだろ うか。戦前 の農業は小作が多
かったか らなのだろ うか。
近代化 は農業人口の減少 と無関係ではない と考え る。確か
に自営業 は1960年代 で約 50%に なる。ただ、農民 の人口比が
50%に なるのは 1930(昭和 5)年 であ り、農民の人口減少が
社会 の変革に最 も影響 を与 えていたのではないか。 自営業の
衰退が学歴主義の成立に関わるとい うので あれば、農民の減
少は何故問題 にな らなのだろ うか。魚屋等 の個人商店や 自営
業 の減少 もあるが、農民の減少 よ りは影響 は小 さい だろ う。
「
農業者転職訓練」が指示 されたのは 1970(昭 和 45)年 であ
るが、その時期が明治期の農民の離農 と比べ よ り大 きな変化
だった とは言えないのではないだろ うか。
ところで、著者 は優秀だ ったので高専 に進学 したが、多 く
の入学生が著者 の ように退校 しなかった理 由には学費の問題
もあったのではないか。今 日で もほ とん どの高専が HPで 他
の教育機関 との比較 を載せてお り、中卒後高校 を経 て専門学
校 に行った場合 と比べ て 4割 に満 たないこ とを紹介 してい る
高専 もある。学費はわが 国の学歴社会成立 の大 きな要件であ
ろ う。国民 の大半が長 年 にわた りわが国では農民 であった
が、農家が最 も貧 しい家族であったの も事実である。それで

ところで、戦後 の高専 は単線型学校争1度の一条校 の学校で
あ り、最初か ら学歴 の 中に整備 されていた。 この点は戦前の

も次第に生活が安定すると就学権 を要求 した と言 える。
戦後、筆者 の 田舎の中学では極めて優秀でなければ企業内
訓練校 へ 入れなかった。貧 しく高校 に進学 で きない 中卒者が

専門学校 とは異なる。卒業生 も学校運営者 も大学へ の編入 を
求 めてお り、高専生の大学へ の進学 (転入)率 は近年 では極

公共職業訓練 を受 けて就職 したが、 日教組 も奨励 してい た。
筆者 も学費があった ら中央職業訓練所 (1961年設立 ・現職業

めて高 い。高専 も学歴の一つ と見 られているの も事実である。
高専へ の志願者倍率が高か ったか ら学歴社会になった とする

能力開発総合大学校 )に 入 らなかった。 当時、筆者 の観念に
学歴主義観が無かった とは言 えない。筆者が 1970年直前 に

論 旨は社会 の実情 を軽視 してい ないか。また、今 日で も高専
生の割合 は 1%に 満たず著者が記す ように 「
マ イナーな存在」

担当 した公共訓練 では高校生 に負 けない 中卒訓練生が い た。

であ り、社会的な影響が大 きい とは思えないか らである。
さて、「
高度経済成長」の時期 を著者 は戦後 に定めてい る
が、庶民 的感覚 としてはロシァと戦争 した明治 30年 代 も大
きかっただろ う。そ の時期 は農民が就学要求争議 を多発 し、
立 身出世」観が浸透 した時期である。また、農民の子弟の就
「
学率が高まり街へ 職 を求めて、 あるい は兵役 に就 き、農業の
人口が急減することとも重 なってい る。 これ らが学歴主義 の
労働社会成立 の背景 とも言えるのではなかろ うか。
「
学歴社会Jの 形成には伝統 (封建)的 に世襲制だ った農民
の農業か らの脱却が大 きいのではなかろ うか。義務教育 (6
年制)の 就学率が90%を 超えるのは明治 35年であるが、以 降
は中等学校 へ 、 さらに上級 の学校へ の進学率が上昇するのは
必然であろ う。そ して学歴社 会が成立すると言える。
また、先行研究や 『
雇用不安』では農業が挙げ られ、自営業
の最大母体であった農業が重視 されてい る。「あとが き」には
「
私が生 まれ育 った郡部 の小 さな町は、1960年において就業
人口のほぼ半分が 農業人 口であった。 もちろん 自営業であ
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高校進学率は 77%に なろうとしてお り、希望者に高卒資格 を
技能連携制度で取 るよ うに支援 した。学歴社 会は既 に 1960
年代以前 に成立 していた と言えるのではなかろ うか。
以上の ように、生活感覚 としての学歴主義観 の成立は農民
の近代産業へ の転換 による影響が大 きい はずであ り、明治時
代 よ りも 1960年代が よ り大 きい とは言えないだろ う。
しか しなが ら上の ような筆者 の明治時代 を中心 とした学歴
社会 の成立仮説 も、本書 を批判 したことにならない。それは
「
嫁 にやるな ら学士様 へ 」には女性軽視 の観念が内在 して い
るように、女性 の分析がなされてい ないか らである。本書が
労働社会論 として重要 である ことが分かる。
恣意的な評 となったが、教育 と労働 ・職業問題の関係 を考
察する研究者 は本書 を参考 にすべ きと言 える。教育学 は教育
する立場か ら論 じることが多 い と思われるが、本書は被教育
者 の問題意識か ら論 じてお り、教育 と社会 との関係 を考察す
る「
教育」論、受講者 の学習論 として参考になるか らである。
(ミネルヴァ書房、2014年11月、A5版 330ページ、5,000円
+税 )

