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戦後「地域と教育」論と「学問の生活化」論

皿 上原専禄による世界概念の転換とその射程
まとめ

はじめに
成人の学習あるいは社会教育実践の過程では、学習主体が自らに与えられている学習課題を仲間と共に
主体的に必要としてとらえ、その学習課題を達成するために自らの認識を深める力量を身につけていくこ
と、すなわち自己教育の主体形成があらゆる局面で重視される。そのためには、学習の内容、方法、形態
およびしくみを誰がどのように設定・編成するのか、という学習の方向づけが吟味されなくてはならない。
なかでも、ますます複雑化し、錯綜する現代社会における生活の諸問題を解決する道筋を見通すための学
習内容編成を誰がどのような原理に基づき、どのようなしくみで行うのか、という点が問われるように
なって久しい。
戦後日本の成人学習、社会教育の実践史と理論史においては、こうした成人学習内容編成の営みにおい
て、「学習主体に形成される認識の主体性」と「学習・教育内容の実質を支える財としての学問・科学の
カ」の両者を重視する見地が自覚化されてきた系譜がある。その見地は、生活主体である住民・成人がそ
の必要を自覚してより深い知識・技術を身につけ、こうした要求に学問が対応するという文脈で、「学問
の生活化」あるいは「学問と生活の結合」（以下、これらを主に「学問の生活化」と総称する）という命
題として自覚化されるようになった。ところが、この命題が自覚化されて以来、 03 余年を経た今日まで、
諸々の学習・教育実践が展開される一方で、一部の例外を除いてこの命題をさらに深めることのできる方
法論理が構築されてきたとは決していえない。
こうした方法論理を創るためには、少なくとも戦後の成人学習内容編成の実践史と理論史の中に積極的
な契機を再発見する作業が必要であると考えられる。この試みとしては、後述する島田修一、藤岡貞彦ら
の労作がすでに提示されている。しかし、これらの業績を深く理解すればする毎に一層、成人学習内容論
における「学問の生活化」の基本論理の始源は、「教育学」研究の「専門家」ではない上原専禄（歴史学
者、思想家、 981

年1975

年）＂の問題提起に求められることが明らかとなる。

そこで本稿は、戦後日本の「学問の生活化」論の系譜のうち主要な議論をとり上げ、上原専禄理論の実
際の位置を確かめ、「学問の生活化」論の基底にある論理構造を明らかにすることを目的とする。この作
業が必要とされる理由は、調べてみると実に多数の「文化人」、「知識人」および教育研究者がこれまで上
原の著作を引用ないし援用しているが、ごく一部の例外を除いて自らにとって利用価値のある上原理論の
一部、一断面を切りとって、その本質との関連を問うことなく受けとる傾向が強いからである。このため、
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引用・援用の数の多さにもかかわらず、戦後の学問史、文化史およぴ教育史の中で上原理論の本質内容に
立ち入った全面的な評価は確立されていない。
このような事情から、上原理論の本質に立ち入った本格的な分析を通して戦後日本の「学問の生活化」
論の基底にある論理構造を明らかにする作業はほとんど全く行われていない。上原理論については、すで
に別稿"で、戦後的発想に立った上原の「国民教育」論の展開過程を三つの時期区分により分析し、「現
代認識のための生活現実の歴史化的認識」の主体形成論が三つの時期を一貫する基本主題であること、そ
の主体性論は価値論的、認識論的、主体論的側面において近代ヨーロッパ的価値に対する主体性に論理が
集中していたことを明らかにした。また、そこでは上原理論が、日本の地域がその「生活実際性」「生活
主体性」を奪われ、「中央」に対する下位概念としての単なる「地方」に変質させられていく動きを0691
年代初めに察知して、「一政治・経済・産業・教育・文化の一切の体制が結合されて、それが生活とい
う具体的な形で担われていく、そういう生活の地縁的構造」を持つ個々の地域の主体性を価値として認め
る「価値概念としての地域」論13 を中核にして構成されていること等を分析した。
本稿では、こうした考察の上に立って、いくつかの主要な「学問の生活化」論をとり上げ、これら周囲
の諸議論と上原理論との相違に着目して、上原理論の位置と論理の射程に関する序論的考察を行うことに
課題を限定する。

I 現代成人学習内容論と「学問の生活化」論
.1

基本視角としての「現代認識の主体性と科学性の確立」
現代成人学習内容論研究の0891

年代末の時点における到達を示すものとして、日本社会教育学会が「宿

題研究」として継続的にとりくんだ成果である「現代成人学習内容論」（同学会年報「日本の社会教育」

第33 集）が9891

年に公刊された。そして、その巻頭論文には「現代成人学習内容論」研究の基本的方法論

を問う試みの一つとして島田修一「現代成人学習内容論の研究視角」が掲載された。同論文は、 0891

年代

における成人学習内容論の総括の役割を持ちつつも、その内容は戦後の成人学習内容論史の総括を含むも
のとなった。
島田の社会教育研究の基本的立場は、社会教育の本質を成人の自己教育活動を組織化する営みとしてと
らえることにある＇）。この社会教育観が次に紹介する島田による成人学習内容論分析の理論枠組みとなっ
ている。島田論文は、成人学習内容編成の実践史について、 0591

年代の共同学習から0591

年代後半以降に

かけての系統学習への移行は、一般に「発展」として語られ、「前者のもつ現実認識の部分性や主観性を
克服するために後者における社会科学的認識が求められたとされる」ことをまず問題視する。島田は、事
態の本質はそうではなく、「両者は、低次から高次への方法論の発展を示すものではなく、学習の展開に
応じて選択される学習方法論であるとともに、思考のきたえ方を学ぶ内容論でもあり、両者は統一的・構
造的に把握されるべきものであろう」ととらえる。このとらえ方が島田論文を一貰する立湯である。こう
した立場について、島田論文は、「07 年代に至って、藤岡貞彦が住民運動のなかの学習活動の発展をふま
えて「学習の転換」を「高次の共同学習」の展開の方向に求めた。それは、社会教育実践の本格化を、直
面する現実をひらこうとする人々の学習要求が、現実の科学的認識を深める経験をとおしていっそう拡大
され、学習のいとなみが共同的努力のなかで高められ、人々の間にいっそうたしかな認識が形成されてい

o''

く、その過程の発展のなかに見出そうとしたからである」と説明する

しかし島田論文は、「07 年代の社会教育研究の水準は、この提起を共有するところまで至っていなかっ
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たように思われる」ととらえる。島田によれば、「「地域に根ざす社会教育実践」「国民主体の社会教育実
践J 07( 年代社会教育実践史 I
・I)

にみられる07 年代社会教育実践の評価は、「新しい意欲的な実践を創

り出す主体」の登場があったとされるものの、主に「課題把握の領域の拡大や新しい学習方法 J の導入と
いう観点からなされ、「学習主体の教育主体への転化」という自已教育活動の本質の展開、あるいは、「学
習の発展を保障するところの学習集団組織論や学習過程論じたいへの発展があるかどうか」、いいかえれ
ば「高次の共同学習 J の実現状況においての分析と評価がない」（括弧内は原文）＇）からであった。
島田はこうした0791

年代の社会教育研究に対する批判的見地から、問題の所在と課題の設定について次

のように述べる。
「自己教育活動を本質とする社会教育においては、学習内容は学ばれるべき個別科学の論理においてで
なく、学習者の認識の発展のすじ道に即して編成されるべきなのである。したがって、そこに貰かれるの
は、「何を学ぶのか」という学習内容論は「何に向けての学ぴか J の探求の論理でなければならない」「す
なわち、認識の科学性と主体性を同時に形成できるような自己教育の主体をつくりあげるところに、社会
教育実践の課題がすえられるべきであり、それが現代成人学習内容論の原理となるべきであろう。」17
こうして島田は次のような学習内容論研究の三つの視角を提示する。
「現代認識の主体性と科学性を確立する学習内容の探求」
・ 「自己教育活動を実現するものとしての学習内容論のあり方をとらえる」
・ 「現代社会をきりひらく自主的で科学的かつ総合的な学習文化活動を組織する主体はどう形成され
るかを問う」"
そして、消費生協と医療生協の文化・健康づくりへのとりくみ、岩手農民大学および長野の地域住民大
学、高知県中村市職員労組、「いま「協同 J を問う研究集会」、女性問題学習等々の0891

年代に注目された

成人の学習運動に注目を促し、「本稿は、成人学習内容論の基軸は、現代認識の科学化・主体化と、認識
主体の形成におかれるべきだとしてきたが、こうして今後は「一人ひとりの認識の発展に即して」という
課題と、「協同の力でなしとげる人間関係づくり」という課題を、具体的・現実的にどう展開するかとい
う問題を解いていかなければならない」)9 という課題提起を導くのであった。
以上にみてきたように、また島田論文の展開上でも明記されているように、島田が「現代成人学習内容
論の研究視角」の一つとして重要視する「現代認識の科学化・主体化と、認識主体の形成」を論じるとき、
この問題発想を上原専禄の問題提起から援用していることは確かである。しかし．、より厳密にいえば、島
田論文は「現代認識の科学化と主体化」の両契機をどのようにして結合するか、という方法論理について
は立ち入っていない。もとより、同論文は戦後成人学習内容論の系譜と論点の整理、および0891

年代の学

習活動の総括を行う上での「研究視角」を提案することに課題を限定しているため、それ以外の課題につ
いての言及を求められるものではない。しかし、とりあげられた「現代認識の科学化と主体化」という両
契機の結合は0691

年代以降教育研究およぴ学問論の中で鋭く問われ続けた第一の基本課題である。 03 年近

くの年月の間における教育実践あるいは理論研究をふまえて「この両契機をいかにして結合するか」に関
わる方法論理を提起することがきわめて重要な課題となっている。今日に求められているものは、「両契
機の両者ともに重要である」という回答ではなく、「この両契機をいかにして結合するか」という問いに
対する理論的回答である。少なくともこの理論的回答が明示されず、両契機の関係が問われない以上、今
日の時代状況下で両者が安易に「調和」することを予定するという誤りを招くことになると考えられる。
しかも、島田論文が立論の有力な根拠とした上原理論は、この理論的回答に関わる筋道をすでに約03 年
前の時代状況下で示していたのである。それは後述するように、教育の「学問化」と「生活化」という二
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つの契機を次元の異なるものとして二元的に立論するのではなく、一元論法によって人間の認識の形成を
追究しようとしたものであった。島田論文は、成人学習あるいは自己教育活動における学習の「科学化と
主体化」について言及するさい、「個別科学の論理においてではなく、学習者の認識の発展のすじ道に即
して編成されるべき」と述べるが、ここでは個別「科学」の論理自体を問い、相対化する営みは、その根
拠としようとした上原理論とは異なり、別次元の問題として想定されているのではないか、と思われる。
以上のことから、島田論文が負った大きな課題に答えるためには、あるいは自らの立論のために上原理
論を援用する限りにおいては、戦後成人学習論研究の基本的枠組みを提示した上原理論の論理内容にまで
分け入り、上原死後の0791

年代以降の時代状況の構造的変化ともあわせた上で教育実践および理論の総括

を行う必要があると考えられる。

.2

「共同学習の否定の否定」論の基底
ー「学習の転換」としての「高次の共同学習」＿
前掲の島田論文において肯定的に評価されているように、敗戦後から0791

年代半ば頃までの社会教育内

容編成ならびに成人学習に関わる諸問題を全体的視野からまとめた成果として藤岡貞彦著「社会教育実践
と民衆意識」（草土文化、 7791

年）がある。島田論文が肯定してとりあげた、「共同学習論の否定の否定」

による「高次の共同学習」論は、藤岡が戦後社会教育実践史、なかでも社会教育における学習内容編成史
を総括する中で提唱した指針である。同書全体の骨格をあえて約言すれば、敗戦直後から0791

年代までの

社会教育実践史、とくに学習内容編成の実践史を、主要には共同学習運動とその理論、これに対する批判
者である、公民館等における「科学の系統的学習」の動き、さらには前二者とは異質の生産大学・農民大
学運動、公害学習運動に至る一連の流れを、藤岡は「共同学習論の否定の否定」による「高次の共同学
習」を求める筋道として明らかにした。しかも、こうした論理展開の主要な節々で上原理論が援用されて
いる点が注目されるのである。
同書第 3 部「社会教育実践の展望」第 1 章「共同学習の再評価」では、 0591
判的見地から0691

年代の共同学習に対する批

年代に「系統的学習」「学習の構造化」論あるいは市民大学・セミナー・系統講座等の

実践を展開していた東京都三多摩社会教育職員が0791

年代に入り「みじかな生活課題」と「科学の系統的

学習」の両者の止揚である「内なる問題と外なる状況認識の統一」としての「生活と科学の結合」が成人
学習の中核になるべきであるとする「共同学習の実践の再検討・再評価」の認識が広がり始めた動きを、
農村地域あるいは公害が問題化する被「開発」地域における農民・住民の学習の展開と連なるものである
と紹介した。そしてこれら一連の動きは総じて、学習の系統性を求める見地からの共同学習批判が「既成
の知識の普及や系統教授に終始していたり、学習の安易な構造化の固定化におわっている傾向」に対する
新たなる批判を呼び起こし、「なによりも事実をおもんじ、一つ一つのおもみをもった経験と事実をつき
あわせ法則化していく科学のまなぴ方の基本」「高次の問題解決学習が、く話し合い〉や（生活記録〉にと
どまらず高度な〈科学〉を求める実例」の生成であることを指摘する 10
こうした藤岡の論理展開は、藤岡の共同学習研究ならぴに信濃生産大学への積極的関与とその経験を元
にして構成されているのはもちろんであるが、その立論に援用されている主要なものをあげるとすれば、
やはり上原理論がまずあげられる )1 。同書第 2 部「社会教育内容編成論の視点」の第 1 章「社会教育学習
論の転換」の冒頭で藤岡は、社会教育学習論の基本的前提として①学習主体の研究、②学習を保証する条
件の研究、③国民的課題と学習内容の関係の追究の三点をあげた上で、次のように上原理論を称揚する。
「成人にとって学習の内容と過程は生きた現実のなかにあるとはいえ、現実そのものがそのまま学習の
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内容となるのではない。学習の場では、現実が科学の光にてらされて現代史の中に位置づけられていなけ
ればならない。なんらかの価値観をもち、存在そのものが価値の束であり、日々、価値の争点に生きてい
る成人＝学習主体にとって、学習は「生活現実の歴史化的認識」（上原、前掲論文）")以外のものではあ
りえない。ここでいう学習は、生活即学習や問題解決学習とは、異なって、生活現実の即効的な解決や、
即自的理解を目的とするのではない。具体的現実的諸問題の系統的な追究、諸科学の成果とそれとの系統
的なつきあわせを、学習＝「歴史化的認識」の第一歩とするのである。」（括弧内は原文）
o"'
また、藤岡は同書第 2 部「社会教育内容編成の視点」第 2 章「都市化過程の社会教育内容の編成」にお
いては、各地の公害学習、農民大学運動における学習内容編成の動向をふまえて、高度経済成長下の「地
域開発政策」「都市化」「工業化」が進められる中、地域住民が自らの生活・産業・安全を確保するために
求められる学習内容編成の視点を「地域と科学と教育」の視点と呼び、「自然と社会の科学の水準にふか
く学びつつ住民の現実を地域にあって解析し、地域から動かず日本と世界の動向をみすえる社会教育実
践」が要請されている事態に注目することを呼びかける＂。しかも、その論述に援用されているものは、
藤岡自身が明記しているように0691

年代前半に展開された上原の問題提起なのである。ここにいわれる

「地域と科学と教育」という成人学習内容編成の視点は、より直接的には教育・学習内容の地域社会基底
に関わる事柄であるため、 11 で詳しく分析することにしたい。
以上のような藤岡学習論の枠組みは、高度経済成長が始まるとともに停滞していった共同学習運動とそ
の理論に関する分析結果を元にして構成されていると考えられる。藤岡は戦後社会教育実践の出発点であ
る青年集団の共同学習およびそれを理論的に支えた共同学習論が形成され、いわゆる高度経済成長が進む
とともにそれが転換していく過程を分析し、 5591

年頃から停滞し始めた共同学習運動を支えるために公刊

された「共同学習をさらに発展させるために」 6591(

年）の執箪者のうち、碓井正久は「学習の限界」を

「自覚」して後期中等教育の確立に求める方向を、小川利夫は運動の指導性の確立に求める方向を、また
「共同学習の手引き」 4591(

年）の執箪者の一人である吉田昇は「地域課題を中心とする実践→近代社会の

矛盾克服」に求める方向を、というように共同学習論が三者三様に拡散したという。藤岡によれば、共同
学習運動の停滞の問題分析と克服の道はそのいずれでもなく、「必要の自覚」、「学習主体の研究」（青年問
題の転換）を深めようとする学習内容論の不在が問題の核心であった)5) 。こうして、藤岡は、前述の「高
次の共同学習」を提唱する文脈の中で「社会教育学習内容編成の系統化にすでに一定のみとおしをえてい
る私たちは、ここでいっそうほりさげて、自他の学習の「必要」を再発見しなくてはならない」「学習の
本質は、けっきょく、「必要の自覚」にあるのだ」と断定するのである）)6 。藤岡は、共同学習の停滞要因
は学習を進める上での指導者集団が軽視された点だけではなく、学習内容編成の面で、「「科学」と「生
活」と「必要」とをむすぶ学習内容論が展開されなかったことが決定的だった」l11 ととらえた。指導性論
と教材論（学習内容論）の両者をおさえこれらを結ぶ、学習者にとっての「必要」論を解くべきであった、
とする論理が藤岡の学習論の核心論点の一つであったからである。
この「必要の自覚」への注目を元にして、藤岡の学習論は前述の0691

年代以降の社会教育学習論の基本

的前提である①＠逗）に順接していき、その上で成人の学習は「生活現実の歴史化的認識」（上原理論）に
他ならない、という結論に達するのである。
以上に述べてきたことから、学習主体による「学習の必要の自覚」とそれを基盤にした「科学」と「地
域の生活現実」を結ぶ学習の組織化を基本的視点とした「共同学習の否定の否定」論を展開する点におい
て、藤岡理論の枠組みに上原理論が明に暗に影響を与えていることがわかる。
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.3
これまでにみてきた島田およぴ藤岡の社会教育学習内容（編成）論はいずれも具体的な戦後社会教育実
践史の理論的整理によって立論されたものである叫とはいえ、その理論の骨格・枠組みのうち、成人の
学習の組織化における地域の「生活現実」の認識の深化、「科学・学問」の認識の深化、およびその認識
を支える契機として生活・産業・文化の自立性をもった「価値概念としての地域」を設定する点に関わる
発想は、両人ともにその援用について明示しているように、 0691

年代前半に発せられた上原理論に依ると

ころがきわめて大きい。
ただし、ここで注意すべきことの一つは、成人の学習の組織化における地域の「生活現実」の認識の深
化と「科学・学問」の認識の深化という両契機を上原は二元論的に設定しているわけではない点である。
上原の場合、あくまで主体的認識による生活経験的な問題の摘出を起点にして、生活現実のリアリティー
と「主体性の形成」を認識の第一次起動力にして学習の深化を追究するのであって、その過程で「科学・
学問の体系」が主体的認識による相対化と批判の俎上に載せられる。したがって、「科学・学問の体系」
は決して先験的に設定されるのではない。上原の学習論は、認識の「科学化」と「主体化・生活化」の契
機を、後者を基礎にして統一しようとする一元論法であった。
しかも、その立論の根元には日本国内のみならず、世界的規模で地域の「地方化」が進行する事態に対
する危機意識を基盤にして、アジア・アフリカの被抑圧民族が独立と自治を求める動きと連動する問題と
して日本国内の地域を価値概念として認識の根拠におく論理が存在した点が失われてはならないと思われ
る。皿で詳述するように、この点は学習・教育内容すなわち知識・技術の社会基底の問題において、上原
が「西欧社会」を基底とした価値観と知識・技術観を相対化する論理を強固にもっていたことに関わるか
らである。

II 戦後「地域と教育」論と「学問の生活化」論
.1

0691

年代の「地域研究としての国民教育研究」
コミュニティ・スクール論から0691

①

年代の「地域研究としての国民教育研究」論へ

周知のとおり、敗戦直後、日本の教育が法・制度、内容と方法の面で大きく改革されていく中で、各地
において地域の教育の中核に学校を位置づける地域社会学校（コミュニティ・スクール）の実験と理論が
生成し当時の「新教育」の一つのモデルが示された一時期があった。具体例には川ロプラン、本郷プラン
等があり、これらを支える理論として海後宗臣の著作「教育編成論」 8491(
底
」 9491(

8491(

年）等があった。また大田発著「地域教育計画」 9491(

年）およぴ「教育の社会基

年）は大田の「近代教育とリアリズム」

年）の発想を背景にして大田自身が実践に深く関与した成果の報告である。当時の大田の理論は、

欧米の「近代科学」論と「実学主義思想」およびその知識観の強い影響をみることができるが、一般的に
は被占領という時代状況下、欧米諸国なかでも米国のプラグマテイズムを核にした「進歩主義教育運動」
の強い影響を受けて教育内容面ではいわゆる「経験学習」を重視し、組織面では（小）学校を地域の教育
の拠点にする発想が実験に移された時代であった。
しかし、 0591

年代に入り、「新教育」の経験主義が知識・技術の系統的教授の面で弱点をもっていたこ

とから、次第に批判が強まる中、戦前・戦中に生まれた生活綴方教育の遺産を受け継ごうとする動きが始
まった。さらにその後、この動きをも含めた「生活と教育の結合」の試みに対する批判者として、官民双
方の間で「教育の現代化」と呼ばれる「教育内容の科学化・系統化」の方式が実践・研究の両面で重視さ
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れていくことになった。そして、こうした動きと並行して、一般的には、教育の地域社会基底に対する関
心も薄められていく傾向があった。ところが、 8591

年頃から学校教師を対象にした勤務評定に反対する運

動が全国規模で起こり、それらが地域を舞台にして展開された事態を契機にして再び教育の問題を地域と
の結びつき方を基本視点にしてとらえる動きが開始された。
こうして0591

年代末以降、高度経済成長政策の下、「地域開発政策」が本格的に着手され伝統的な村落

秩序が次第に破壊されていく中で、「地域に根ざした教育」のあり方が広く検討されるようになっていっ
た。全国各地の民間教育研究団体がこの「地域に根ざした教育」を合い言葉のようにして教育の実践と研
究にとり組んだが、その上で理論指導の役割を果たしたものが国民教育研究所（以下、民研と略す）が精
力的に展開した「国民教育における地域研究」論であり、同研究所の運営委員長 0691(

年 6 月の機構改革

にともない研究会議長となる）として理論枠組みを盛んに提起した人物が上原専禄であった。
民研は7591

年 7 月に発足し、「国民の立場にたって、すなわち、国民のために、国民の考え方で、国民

の手で…」という戦後的発想の「国民教育」の創造にとり組む民間の研究所として活動を開始した。そ
め ざ し て 一J 791(

年 7 月）がある。その「第二部

国民教育研究所02 年のあゆみ」を、上原が民研に

在職した期間（民研発足時より運営委貝長、 0691

年 6 月の機構改革にともない研究会議長となるが、 4691

年 5 月辞任）に限ってみてみると、第 I 期 7591(

年1960

期 0691(

年1964

年）が「地域・日本・世界を串刺しに」、第]1

年）が「新安保教育体制と地域の地方化に抗して」という時期区分上の指標が与えられ

ている。民研は、第 I 期には、「白本入の形成と変拿（歴史的社会的条件 iと対応する入血変拿の典型、

.. ... .... ..... ......

.

日本人の思惟方式と変革の契機）、世界史の動きのなかで日本の当面する歴史的社会的課題にこたえうる
向良切形成を終す教育の総体＜国民教育〉鉗釦裕・構造」等から成る「 I
討」、さらに「]1

学校の基本的性格の検討」「 m

国民教育の基本的性格の検

教師、その実践の基本的検討」「 W

教育政策の基本

的検討」という「研究課題の構造」をまとめ、国民教育研究の問題意識・方法意識の吟味を開始するとと
もに、岩手、山形、千葉、宮崎の 4 県における、また8591

年からは和歌山、高知の 2 県を加えた 6 県にお

ける「教師の教育研究・実践の実態を明らかにする調査研究」に着手した。この過程で、前述した地域の
教育現実を通して「国民教育」のあり方を追究する認識方法として「迪域・白本・泄界を車刺し tこする」
方法が編み出されていった。そして、第11 期には、新安保体制の下で「地域開発政策」と「人的能力開発

....
...... .. .. ...................... ....
.
が強かった地域概念をとらえなおし、冒頭で述べたような住民の生活の場の拠点であり、独自の文化価値、
政策」が強力に推し進められる状況の中、単なる空間概念、あるいは研究の対象として取り扱われる傾向

族と階級め統二的把握」「中和・

....

独
立 ・民主主義・貧困の課題を民族の独立に凝集してとらえるというこ
．
．
．

と」等の民研共同研究者が共有する研究視点が上原理論を中心にして定式化されていった)91

0

② 価値の転換軸としての上原理論
以上にみた民研の「地域研究」の問題発想あるいは枠組みの基本、なかでも傍点をふった部分の内容は、
ほとんどすべてといっていいほど上原の問題提起から発せられたものであり、周囲の「教育学」研究者と
教師集団によって支持され、広められていった側面が強い。
上原理論のうち、「地域と教育」論の基本的構造については概要のみを既に別稿 )02 で示した。その重要
な一端はすでに冒頭で簡潔に述べたとおりである。
このように「教育が地域にどのように根ざすべきであるか」という民研の実態研究の成果を元にして上
原理論から発せられ、民研が共有したばすである前述の「地域研究」の発想は、その後各地の地域民研お
-7-

香川大学生涯学習教育研究センター研究報告創刊号

よぴ教師・教育研究者の間に広まり、「地域に根ざす教育」「地域と教育」という用語が語られ、今日に
至っている。こうした事情について藤岡貞彦は、次のように指摘する。
「「地域と教育」の視点・「教育研究における地域研究」の意義をするどく提出したのは、周知のよう
に、安保改定直後のいくつかの上原論文であった。それから01 年たって、民間教育研究運動の随所で「地
域と教育」のシェマが語られるようになった今日、問題提起の始源にかえって、何故、あの時点で、どう
いう論理にたって、「地域と教育」「地域・日本・世界」の観点が提起されたのかをきわめる必要がある。
（中略）地域を中央に対する地方と化する力が政治・経済・文化の面で06 年代に急速につよまっていくこ
と、また生きるものとしての個性と具体性をもった生活集団の場である地域から、主体性・具体性を引き
ぬいて生活の抽象化をすすめる力が急速につよまっていくことを上原は予見し、「実際生活というものを
中心に組み立てられた地縁集団として理解することができる」地域のとらえ方は、分析の問題であると同
時に、いわば生活理想の問題である、と説いた。

r新全総」でイデオロギッシュに「新しいコミュニティ

の建設」が説かれ、「都市の論理」がもてはやされている現時点にたってみると、 06 年代初頭の上原の予
見はおそろしいまでに的中したことをわれわれは知るのである。 06 年代の近代化・工業化・都市化のイデ
オロギーに対して、上原学は根元からの対抗理論となっていた。（後略）」（傍点、原文） )2
また、藤岡は「敗戦直後のコミュニティ・スクール論と0791
の再認識・再発見の間には」 0691
存在した」とも述べている )2

③

年前後から今日にいたる「地域の教育力」

年代前半に発せられた上原の問題提起という「一つの否定的媒介の環が

0

「科学・学問」の質の相対化

なぜ、藤岡は前述のような教育理論の転換軸として上原理論を位置づけたのか。それは藤岡が、既述の
共同学習論の評価に関わる実践と理論の分析の中で、敗戦直後の地域教育計画の一つである本郷プランを
企画・指導し、後に戦後「新教育」に対する批判を自己反省の文脈で執華した大田発の論文「農村のサーク
ル活動」6591(

年
） )32 の例をあげて、「そこではもっばら科学の受容の仕方が解明され、科学そのものの検討

はみられなかった」 )42 と指摘している点をとりあえずここではあげておきたい。同論文はグループワーク
とも初期共同学習運動とも系譜を異にする発想で、農村青年の小集団学習に学習・教育内容の前提となる
「科学」を学ぶ可能性をみた。その後大田理論は、戦後日本の「地域と教育」論の重要な支柱として評価
されていった。ところが、この大田論文では当時の他の理論と同様に「科学」の内容・方法論自体が問わ
れることはなかったのである。科学の内容と方法論自体を問う視点と枠組みは、上原理論によって初めて
提起されたのであった。それ故、藤岡は上原理論が教育理論の転換軸となったと指摘したと考えられる。
当時の大田は、 0591

年代前半期に再興されてきた生活綴方教育の可能性にも注目していた。同時期、上

原も大田とは異なる角度から生活綴方教育の認識方法からある種の衝撃を受けていた。ただし、上原は、
「科学」（「社会科学」）の体系自体の再検討をも予定して、新しい認識方法を創造する展望について語って
いた。次にあげるのは、 4591

年の時点での上原発言である。

「私はかつて「山ぴこ学校」を読んだとき、社会科学にたず芦わるものとして虚をつかれたという感じ
の強いショックを受けた。その感じを整理すると次のようになる。

)I(

村の経済、家のくらし、学校生活での問題は、社会科学の問題にもなり得るものだが、それがそこで
は社会科学が企て得ないような新鮮さを持っている。

)2(

子どもの社会に対する感覚や理解力は、大人が想像している程単純なものではない。

)3(

そこでは、問題が抽象的一般的にではなく、具体的個別的に（個々の人の生活とのつながりをもっ
て）捉えられている。
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)4(

社会科学は概念的に認識することを目あてとしており、従ってそこに問題の捉え方、認識の仕方に限
界があるが、生活綴方では、生活の上での具体的な問題が、どう解決せらるべきであるかを常に目ざし
て捉えられ、認識されている。」（括弧内は原文） )S2
以上は、社会科学者の眼からみた生活綴方の積極面評価であり、上原「国民教育」理論の形成に少なか

らず影響を与えたと考えられるある種の衝撃であった。しかし、上原は同時に生活綴方による教育は子ど
もが「五官」で感じ経験し得る範囲の問題をとらえさせることはできるが、直接に経験できない問題につ
いては教育の効果をあげられないのではないか、と指摘し、次のように説く。
「直に出される解答の一つは、社会科学の成果を利用するということだ。ところが、社会科学は決して
完成されたものではなく、またナマの歴史的現実をいつも一歩遅れて追いかけている。だから、社会科学
の成果を生活綴方に取り入れる方法を考えるのでは問題の解決をみちぴかないのではないか。
むしろ、そのような（学習者である子どもにとって一一引用者）間接的問題を具体的な場面でキャッチ
し、それを全体的構造において理解させ解決させる独自の方法が求められなければならないのではない
162

か
。
」

ここからわかるように、上原は、生活綴方による教育が学習課題に関わる全体的認識を追究するために、
新しい指導方法を探ろうとする。とはいえ、当時の0591

年代半ば、一般的には生活綴方教育の批判者とし

て直裁的なかたちで「教育内容の科学化・系統化」が広がっていく中、上原の場合は、社会科学の成果を
そのまま取り入れる方法を拒否し、あくまで生活綴方が切り拓いた固有の認識局面を認識の原則として生
かしつつも、その認識場面において、それに伴う「間接的問題状況」すなわち全国的あるいは世界的な規
模の全体問題状況の理解と解決を方向づける、新しい教育方法を追究する課題を示した。しかも上原の場
合、課題を単に示すに止まらず、終生この課題にとり組んでいったのである。
ただし、上原の「価値概念としての地域」研究論は、単に米国による日本の「地方化」、日本国内の地
域の「地方化」が進められる問題状況のみならず、アジア・アフリカの旧植民地従属国の諸民族にとって
の「価値概念としての地域」が世界的規模で「地方化」されていく事態に対する危機意識を基盤にした立
論であった。このことは、教育・学習の内容と方法を根底で規定する地域の自然観、社会規範とエートス、
文化という学習・教育内容を支える社会基底の論理に関わる問題を内包している。敗戦直後の「コミュニ
ティ・スクール論」は、概ね欧米近代化論を背景にもち、とくにプラグマテイズムあるいは広義の経験主
義哲学を基盤にし、これらによって規定される教育・学習の内容・方法を前提にする傾向が強かった。と
ころが、上原理論は0591

年代半ばからの、第三世界の諸民族の独立の動向をみすえた上で、西欧近代化の

価値を相対化する見地を含んで、これとは異質の教育・学習の内容・方法を編成する基底となる「世界諸
地域」の独自の価値に光を当てることと、日本国内地域の独自の価値に光を当てることを「串刺し」して
相互に連動した一つ問題としてとらえた点が忘れられてはならない。上原理論を称揚する藤岡貞彦は、管
見の限りこの点については必ずしも充分に言及していない。上原理論は、こうした西欧的価値と西欧社会
人の自己認識方法を相対化する意味での価値の転換を論理の射程に入れており、教育研究の領域のみなら
ず、後述するように歴史学の領域においても実際にその転換の基軸として機能したのである。

.2

「学問の生活化・国民化」の発想

0691

年代前半に上原が提起した「地域と教育」論は、いわゆる「初等、中等教育」のみならず、大学に

おける研究・教育の営みをも包みこむ内容のものであった。大学における研究・教育の内容が、特権的立
場におかれた一部の者の独占物ではなく、広く一般の地域社会・住民・国民に対してどのような責任を負
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うのか、という問題についての議論が展開されたものが、 2691

年 5 月に催された名古屋大学の学園祭「名

大祭」における「国民教育としての大学教育＿現代における学問の課題と大学の役割―」という講演172
であった。
この講演が行われた2691

年には、上原はすでに一橋大学教授の織を定年まで 3 年を残して辞し 0691(

年

3 月）、また、同大学名誉教授となることも辞退していた。この講演では、いわゆる「大学人」としてで
はなく、一市民として、一国民としての立場から、「大学は大学のために存在しているのではない」とい
う問題意識を表明したものと上原は説明している。上原は、大学内の教育と研究の中身は大学構成員の考
えによって決められることは当然であると言いおいた上で、しかし「究極的に大学のあり方を決めるもの
は、一体何であろうか」と問い、次のように回答する。
「一大学のあり方というものに対して、直接責任を持って考えていかねばならないのは、大学内部の
方々にちがいないのですが、いわば大学は大学そのもののために存在しているのではない、という観点を
強く出してみますと、それは日本人が日本のそれぞれの大学について、何を望んでいるのであるか、また、
大きくいうならば、人類は一つびとつの大学について、どのような中身やあり方を望んでいるというので
あるか、この観点がどうしても必要であると思うのでございます。」)82
上原は、こうした観点から当時の大学の現況をとらえて、教育の場としての面では、単に実務家の養成
機関のみでは不充分であり、その実務家が「日本国民として」の課題、問題意識、問題認識をもって全日
本的、かつ全人類的な歴史的、政治的課題に応えることを基本態度とすることのできる実務家の養成、す
なわち国民教育の機関であるべきである、と診断する。また、学問研究の場としての面では「主として
ヨーロッパの古代ならびに近世の始めに源流を発したところの、そういう自然科学ならぴに社会科学、人
間研究の伝統というものだけが、今日における学問研究の対象や内容や方法を決める唯一のものであるか、
どうか」という疑念を上原は持つ。それは、こうした伝統的な方法による学問研究だけでは不充分である
と考えざるをえないような学問への問題関心が国内外の一般大衆の間に生起しつつある時代状況であるか

要性があり、二つに社会科学、人文研究の方面でアジア、アフリカ、ラテンアメリカの研究に関する制度
条件が不充分であるという。上原は、 0691

年代前半の時代状況下にこうした例をあげて「日本国民の世界

認識形成の全体的仕事のなかでの先端的・中核的役割」を大学に期待した。上原は以上のような点を述べ
た後、こうした国民教育の湯、また国民の願いを先端的に満たす学問研究の場として、大学は国民のため
に存在すべきであるという観点から、当時大きな問題となっていた大学管理方式について、大学自治の確
立のためには大学の特権を温存する方向ではなく、大学の国民的基盤が必要であるという考え方に到達す
るのであった )92

0

大学の自治の確立の基礎的前提条件として大学が国民的基盤を確立する点を指摘する上原の議論として、
同じく0691

年代前半期のいわゆる大学管理法問題の渦中に発言された「学問の生活化・国民化」に関わる

次のような根元的な提起もみられた。
前述のように一橋大学教授の職を定年まで 3 年を残して辞した0691
人」としての立場を探究していたが、 2691

年 3 月以降、上原は「国民大衆の一

年の時点には、学問の自由・大学の自治と学問・大学の社会的

あり方との関連について次のように発言した。
「一一つまり学者というものが、その社会的責任の問題を考える場合には、単に専門家的立場というも
のだけからではなくて、専門家的学者もその一人であるに違いないところの市民の立湯、もっと具体的に
いうならば、日本国民の立場からの問題分析が望まれるということです。（中略）学問の伝統一ーそれに
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は学者というものの社会的あり方の伝統も含まれていると思いますが、一ーすべて学問の伝統そのものを
単にどう守っていくかということだけではなく、どう変革していくかという問題が、合わせて出ているの
が、今日の問題状況であると思うのです。」「国民としては、国民が知的に認識したいことがら、認識せず
にはおれないことがらが、まさに大学の学問、研究において研究されているのかどうかという視点から、
大学のあり方を問題にするわけです。」
そして上原は、大学の自治、学問の自由の理念が国民全体のものとなっていくために、「戦術上はまず
いことがあるかもしれませんけれども」と断った上で次のような問題提起を行なう。
「国民の生活要求に根ざした学問要求を先駆的に、あるいは中核的に満たしていくためには、それを満
たし得る社会的諸条件が、大学の内外で整えられていく必要があります。その諸条件の一つが学問の自由
というものにほかならないでしょう。ところで学問の自由がそのように学者たちによって自覚され、その
自覚に基づいて大学内部の刷新が、機構面にも、研究方法の面にも行われていくならば、学問の自由とい
う言葉が国民のものになっていく可能性ぐらいは出てくるのではないでしょうか。これは一例にすぎない
のですが、そのような問題意識に立つと、学問の自由よりも当面、大切な問題は学問の国民化ということ
ではないかと思うのです。」)03
以上のような「大学の生活化・国民化」の理念を実際に行動に移した主な例の一つに岩手大学農学部の
大学開放事業および、その展開の所産である岩手農民大学のとり組みがある。
このとり組みについては石川武男をはじめとした「地域と大学研究会（石川武男代表）」がまとめた
「地域と大学」（教育文化出版、 6891

年2月）があり、その構想理念とその実現過程がまとめられている。

それは、「帝国」に奉仕した旧制「帝国大学」の持つ負の遺産を否定し、国民・地域住民と結ばれた新し
い大学のあり方を創出するための「帝国」大学からの脱皮と格闘)IJ にとり組んだ実践報告となっている。
編者である石川が執箪した同書冒頭の「はじめに」にはその問題発想の基礎に、前掲の上原論文「国民教
育としての大学教育」のうちから次のような一節が引用されている。
「大学は大学のために存在するのでなくて、広く人類と民族の福祉を実現する、そういうこととのかか
わりで、大学の教育ならぴに学問研究というものが考えられていくべきであって、大学それ自体のために
大学が存在するのではない、・・・直接目には触れない、耳にはひびいてこないような、日本民族全体の大
学によせる願い、あるいは人類というものが、それぞれの大学へよせる願いというものが、やはり実際に
存在するのであって、そのような広い人類の声と民族の声というものが、それぞれの大学のあり方のなか
でどう聞き入れられていくか、ということによって、それぞれの大学の、これからの人類と民族の歴史の
上における役割、存在理由というもの、もっと言うならば、それぞれの大学の価値というものが決められ
ていくように、私は考えるのでございます。」 )23
岩手大学農学部の大学開放事業と岩手農民大学は、東北農民がその生産と生活をまもり生きぬいていく
上で必要とする知識・技術を研究するとり組みに全面的に協力するというかたちで、上原のいう「学問・
科学の生活化・国民化」を具体化する実践を目指したものである。

.3 0691

年代末の「生活と教育の結合」論と「科学と教育の結合」論の相克

「学問の生活化」の発想は、成人学習あるいは大学における研究・教育の場面のみならず、小・中学・
高校の学校教育の教育課程論としても大きな課題としてとりあげられてきた。この発想は、 0691

年代末、

教育科学研究会（以下、教科研と略す）という民間教育研究組織の中で大きな論争となったことが一契機
となり、教育実践および教育研究の領域で自覚されるようになった。しかも、この論争あるいは関連する
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議論においても、基礎的な論理構成上はやはり上原理論が様々なかたちで影響を与えていた。ここではこ
の論争における上原理論の位置を確かめておきたい。

0691

年代の教科研運動を総括するため第 8 回全国大会への問題提起として「教育」（国土社） 9691

年7

月号に発表された、山住正己「教育科学研究運動06 年代から07 年代へ」をめぐって、かねてから「生活と
教育の結合」をも重視するよう主張していた藤岡貞彦と山住を中心にして論争が生まれた。山住提案が0691
年代の教科研運動の総括を行う際、「科学・芸術と教育の結合」という課題のうちの一つの視点から分析
した結果、教科研運動がそれまでとりくんできた「生活と教育の結合」の課題、あるいはこれら両契機を
教育実践で統合する上での理論的課題について消極的な考察となってしまったためである。このため、そ
れまで「生活と教育の結合」の課題をも含んで総体的な理論構築を提唱していた一人である藤岡貞彦が
「異議申し立て」を行い、この問題に関心をもつ理論研究者から様々な議論が出された。そのうち、五十
嵐顕「山住論文を読んで」、藤岡貞彦「異議申し立て」、中内敏夫「「日本教育の現段階をどうとらえる
か」について」、堀尾輝久「「教育と科学の結合」のための一つの視点」、志摩陽伍「教育における生活と
表現と認識」が同会の雑誌である「教育」（国土社、 9691

年 8 月号）に掲載された。これらによれば論点

は細かくみれば多岐にわたるが、あえてつきつめれば「生活と教育の結合」と「科学と教育の結合」の両
契機を教育研究においてどのように結合させるか、という一点に焦点化されていった。
この論争には、知育と生活指導のあり方、その背景にある教科論自体をめぐる立場の相違、さらに中内
敏夫の指摘するような、「教育学」を強く規定する「「学習法」」的発想」という古い体質の所産をめぐる
問題等、理論面で細部にわたって詳細に検討する必要のある論点が浮かぴ上がっている。しかし、本稿で
はとりあえず、論争の中の問題提起者が先にみた「共同学習の否定の否定」および「地域と教育」論の提
唱者である藤岡貞彦であった点が重要である、という点をおさえ、また当時の諸発首のうち堀尾輝久
「「教育と科学の結合」のための一つの視点」が、前述の上原「国民のための学問」の一節を引用し、これ
に依拠して次のように述べている点をとり上げておきたい。
「一学問の自由も、教育への権利も、ともにそれらは、国民の知的探求の自由に根拠をもつものであ
り、その知的探求の自由は、学問研究の成果にもとづく教育への権利が、国民ひとりひとりに保障され、
教育が科学と結合され、両者が相互に発展の刺激となるときにのみ、その国民の知的探求の権利は生きた
ものになる。国民の知的探求の自由＝国民の学習権こそ、専門研究者の学問の自由と教育への権利の共通
墓盤なのである。このことが研究者と教師に自覚され、さらに、（このことがいっそう重要なのだが）国
民ひとりひとりが学問と教育に関する要求の主体としての自覚を深めてゆくときはじめて、学問と教育の
質の問い直しと、学問（科学）と教育の結合の課題も希望が開かれ、他方、教育と生活との結合の課題も、
このコンテキストの中に位置づけられて、新しい意味づけが与えられるのではなかろうか。教育と生活の
結合の課題は、教育と科学の結合の課題と矛盾し対立するものでは決してなく、両者は、科学（学問）そ
のものの質の問い直しを、科学の国民化、あるいは学問の真の実学化（学問と生活の結合）という課題を
媒介して固く結ぴつくべき課題なのである。」（括弧内は原文） )3
堀尾は、学問（科学）の質の問い直し（「学問と生活の結合」）を含んだ上での「学問（科学）と教育の
結合」を提起したのであるが、その内容をみ、前述の上原の「国民のための学問」論の論理と比べると、
その立論の問題発想の根元は、やはり上原理論に求められることが明らかである。

.4
以上にみてきた、敗戦直後のコミュニティ・スクール論から0691
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戦後「学問の生活化」論の基底

究論への思惟の転換、大学管理方式をめぐる問題渦中での「学問の生活化・国民化」論の生成、 0691

年代

末の生活教育論争は、成人学習内容論とは若千異なる問題領域であるとはいえ、いずれも地域社会におけ
る住民・主権者である国民の生活現実およぴ生活要求に教育全体がどのように結びつき、責任を負うのか、
という観点から一括され、全体構造の中で個別具体的なあり方を構想するべき性質のものである。一般的
に理解されているように、これをいま「地域と教育」論と総称するならば、前述のいずれの問題領域にお
いても上原理論が問題提起の始源となっていたということができる。民研という組織の共有研究方針の定
式化、国民教育としての大学教育の位置づけとこれと連動する「学問の生活化・国民化」による既存の
「学問」の相対化という発想が生まれた磁場の中心に上原理論が位置していたのであった。それは、民研
の運営委員長 0691(

年 6 月から研究会議長）という当時の活動拠点の位置が周囲に対していわゆる権威を

もって機能したわけではない。もしそうであれば、その後0791

年代、 08 年代にかけて全国各地の教育現場、

地域において「地域に根ざす教育」のあり方を追究する視点が継続的に支持され浸透することにはならな
い、と考えられる。
しかしその際、上原理論の一般的な受容・理解では、「地域」概念が、繰り返し述べてきたような「価
値概念」としてではなく、専ら国内地域であり、しかも一定の範囲をもつ居住地域あるいは行政区域を示
す空間概念である場合、また認識の単なる対象としての空間概念である場合が少なくない。またその結果、
そこでは既存の「学問」の質を相対化する契機はきわめて微弱であるように考えられる。総じて言えば、
これらは学習・教育で扱われる知識・技術の地域社会基底のとらえ方をめぐって、問題発想の始源である
上原理論との間に、本質的な点で誤読あるいは不一致がみられるのである。この不一致は、 4691

年 5 月に

上原が突然に民研を辞任する事態の一つの遠因にもなったと思われる側面がある。

皿 上原専禄による世界概念の転換とその射程
.,

歴史発展段階論的時代区分論への批判見地
前述したような上原理論と、同理論を支持し、受け入れた周囲（教師、社会教育職員、教育研究者）の

理解との本質的な不一致は、上原理論が教育という狭い範囲の問題領域からではなく、「一般大衆」の生
き方とそれを支えるべき歴史認識の自己形成という根源的な問題を、「近代科学・学問」の思惟を根底か
らとらえ直し、相対化する強固な問題意識を基底に据えて展開する論理構造を0691

年代以降の「近代化」

社会に生きた人々に容易には理解され得なかった事情があったと思われる。
なかでも、「近代教育学」およびこれを前提にした教育実践は、一般的に教育によって目指す人間像の
中核的要素にいわゆる「自立」を設定し、その具体的な論理を様々な局面分析に応じて提出してきたとい
える。しかし、その「自立」の枠組み自体は、細部にわたっては多少の例外はあるとはいえ、意識的にも
無意識的にも概ね経済史の大塚久雄、あるいは政治学（政治思想史）の丸山真男らが築いたいわゆる「近
代主義」理論によって基礎づけられている例が少なくない。なかでも敗戦直後の「新教育」期における
「コミュニティ・スクール論」は同時代の「近代主義」理論とある意味において親和性を持ち、後者が前
者を支える構造がみられた。
そこで、「学問の生活化」論の問題発想の始源となった上原理論が、どのような発想を根底に据えてど
のような認識論を構想していたのか、について以下に若干の考察を加えたい。上原理論が「生活現実の歴
史化的認識」というキイワードを提出しているため、上原歴史学の前提になっている歴史認識方法論と歴
史世界観を中心にして分析することを通して、上原の知識観の特質を考えることになる。
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生活上の様々な束縛から自らを解放し、独立・自由な個人へと自己形成してい
く論理（契機と筋道）について、戦後日本の社会科学・歴史学はこれまで様々な事例研究と理論を提出し
てきた。その主要な関心事は、「封建」から「近代」への「社会構成体」の移行を中心的論点とした時代
区分のとらえ方およぴ封建的共同体的規制が打ち破られ「近代市民社会」をつくる主体形成のあり方とそ
の「主体的個人」の人間像、なかでも「主体的」「合理的」精神の内容構造に向けられていた。
このテーマを真正面からとらえた戦後社会科学研究のうち、多大な影響をあたえてきたものとして大塚
久雄、丸山真男の各理論がある。両人の歴史理論において展開される主体形成論については別稿"'でその
概要を指摘した。ここでは詳しく繰り返すことはできないが、こうした戦後「近代主義」理論は、人間社
発展」史観に基づいた「原始・ 古代・中世（封建）

・近代・現代」という五段階にわたる

「歴史発展段階」説を基礎にしていた。同時代に展開されていた歴史学研究における時代区分論もほぼ同
様である。「近代主義」理論ではとくに「近代以前」から「近代」への移行が焦点になるわけであるが、
その区分のさい、五段階にわたる「進歩」「発展」という価値序列的な観点をとりいれ、共同体から切り
離された「独立」「自由」で、「主体的」「合理的」精神を備えた人間像が普遍的な価値としてすでに選択
されていたものと考えられる。例えば歴史学研究会は、このような観点から戦後0491
本法則」 9491(

年代に「世界史の基

年歴史学研究会研究大会報告書のテーマ）の解明にとり組んだのであった。

理論的仮説であるこの五段階にわたる発展説をそのままのかたちで世界の諸民族の歴史に一様に実現し
ているとは考えないとされながらも、実際には西欧中心史観が強く、単系列の発展説がすべての地域、民
族の歴史に妥当するものとし、世界史はそのよせあつめ、あるいはその比較によるものとして描かれる傾

界史像の再構成」という長期プランを立てることになった。ここにいう「世界史像の再構成」という主題
は、歴史における民族の問題をとりあげるという関心に基づき上原が盛んに提起していたものであった。

.2

上原による世界概念の転換ー一知識の社会基底＿
では、前節でみた歴史の時代区分論をめぐる議論の中で、歴史発展段階論的時代区分論に異議を唱え、

対案を提示した上原の「歴史像の再構成」論は、どのような世界観あるいは知識観を求めていたのか、に
ついて次に考えてみたい。
こうした歴史学の領域における歴史認識仮説の推移の経過について、国民大衆がいだく歴史意識の内容
に対して結果として日本の戦後歴史学がどのように寄与してきたのか、という観点から整理した鹿野政直
は次のように述べたことがある。
鹿野は、「一近代史研究が提供した観念は「世界」であった」「ただしここでいう「世界」の観念の内
実は、ほぽ0691

年頃を分水嶺として、ほとんど底向ともいうべき変化をみせている」と述べる。鹿野によ

れば、敗戦直後の「世界」の観念は、大塚史学、丸山史学あるいは速山茂樹らのマルクス主義歴史学にみ
るように、米国を含む「西欧」にひどく近かった。ところが、 0591

年代に入り、こうした「階級」あるい

は「市民社会」という問題とは次元の異なる民族問題が広くとり上げられていった。鹿野は、この民族問
題の提起を経た後、先の近代史研究の提供する「世界」の観念が、「1691

年の歴史学研究大会報告の一つ

である芝原拓自「明治維新の世界史的位置」（歴史学研究会編集「歴史学研究」別冊特集「批界史と近代
日本一資本主義成立とその国際的契機ー一」所収、 1691

年ー一引用者）で決定的な変換をみせるにい

たった」とし、さらに続けてこの「世界」観念の「変換」を「総括すれば、大塚史学的近代化論から上原
史学的変革論への伝哀といってもよい」と指摘した153 。0591
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める動き、バンドン会議、コナクリ会議等の動きに注目し、日本の戦争資任の問題と結びつけて歴史にお
ける民族の問題を追究する課題を提起する論陣の先頭に上原が位置していたからであった。
では、上原理論は0691

年代、 0791

年代にかけて具体的にどのような世界概念を「国民大衆」の前に提出

しようとしたのだろうか。この点に関わる上原問題提起の内容は、 II で既にみた「科学・学問の生活化・
国民化」論の発想と通底する論理を持っていた。上原は、一つは世界史認識の方法を自覚するという意味
をもつものとしての歴史意識の研究を行うと同時に、もう一つに現代認識の具体的実践としての世界史の
研究にとり組んだ。この二つのとり組みは、① 「世界諸地域」の生活現実の問題性の「生活経験的な摘
出」、② 「世界諸地域」の歴史現実を認識しようとする意味をもつ、あるいはそれと関わりのある学問の
検討、③ 「世界諸地域」の認識の動的結合という三つの作業方法に分けられた。①は、これまで指摘した
ように日本の教育研究者の視点から欠落しがちな作業方法であった。②では仮説的に01 の「世界諸地域」
を「生活的に経験している政治上の問題、なかんずく独立と平和という問題を中心にして」設定し、アフ
リカ認識と社会人類学、中東および北アフリカ認識とイスラーム学、ラテン・アメリカ認識と文化人類学、
近代カトリック神学、東南アジア認識とヒンズー学、仏教学、北ヨーロッパ認識と民俗学、プロテスタン
ト神学等、というように各地域毎の認識方法をあげることになる"'。ここで重要な点は、「ヨーロッパ近
代」の自己認識の視点と方法でアジア、アフリカ等の旧植民地地域をみるような、当該地域の外側から超
越した発想で地域現実をとらえ歴史像を構成するのではなく、地域世界の主体性が発現し得るような自己
認識、自意識、自己表現の動態に注目するという論理である。
このことは、学問・認識が表現する「世界」を構成する価値観と方法意識の核心に関わる論理の転換を
意味する。上原は、歴史発展段階論的時代区分論は、そもそもルネッサンス・ヒューマニストの自己認識
を目的とする歴史像の形成作業の所産であり、 M.

ウェーバーも K.

マルクスもその問題発想を継承した

歴史認識方法を採用したという。一方、上原はこれを相対化し、「十三地域」の歴史像の構成作業を歴史
家として自らのテーマとしていった 37) 。
上原理論においては、ルネッサンス・ヒューマニストたちの自己認識方法を源流とした「西欧近代化」
の「発展」「進歩」を促す意味における「合理」が当該地域に限られた上での「合理」にほかならず、こ
れとは別の地域住民の主体性に照らした場合、別の価値観と自己認識・表現が充分に存在し得ることにな
る。ただし、こうしたナショナルな論理が偏狭な排外的ナショナリズムに転化することのないように、上
原はきわめて緊張した論理展開によって、抑圧される住民の抵抗の論理として「地域一日本一世界の串刺
し」認識の方法を追究しようとしたのである。

.3

「生活現実の歴史化的認識」論の射程

II で述べたように、岩手農民大学運動の指導者である石川武男は、今まで述べてきた上原の「学問の生
活化・国民化」論を岩手農民の目線で受けとめていた。その石川は、 5791
と亡くなったことを新聞報道で9791

年01 月に上原が京都でひっそり

年 6 月に知った時点で、その死を戦後の「安楽いすの学問に対して

闘った末の戦死」であるととらえた。そして、毎年迎える 8 月51 日に、戦没農民兵士の「戦死」と上原の
「戦死」の二つを「重ねてゆくようになっ tし」といっ。石川らが組織した岩手県農村文化懇談会は、 1691

ムのお教えを受ける、研究会議に加えていただき、その中から、この本が生まれました。先生からのお教
えが大きいと本の“まえがき＂に書こうとしたですけれど、おそれ多いので止めました。本を送りますの
でお許し下さい一ー」という手紙を添えて同書を送ったところ、上原からの返信には、次のように記して
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あったという。
帰りましたが、その時の無理がたたって、備国後暫くして死に、生家もメチャメチャになりました。一一
（中略）一ー「手紙 J の主人公たちの死と私の父のそれが重なり合って、これから先の私の人生を規定し
てゆ＜一」
石川は、その後、奥羽山系の戦没農民兵の母親を訪ねた折、老母が戦死した息子の遺骨の入った白木の
箱に向かって名前を呼ぴ、箱をゆさぶり、骨壺の中から遺骨を手にし、「口の中に入れては出し、祈って
はまた口に入れて、母と子の血のかよう日の再現をねがう」泣きながらの「私闘」を繰り返している、と
いう老母の話を聞き、前記の上原からの返信の深い意味に気づかされたという )83

0

この石川による紹介内容から、次のような上原理論の本質に関わる点が考えられる。それは、上原が0691
年代以降さかんに展開していた「現代認識のための、生活現実の歴史化的認識」論の根源的なモチーフは、
こうした自らの「私的経験」に発しているという点である。上原においては、「死者」の死のあり方に対
する「生者」の想念が「生者」のその後の生き方、「生者」の認識とその基点である価値観を規定すると
いう「生者」の主観的認識における関係構造があり、「生者」がとらえる歴史現実の内容はその営みの蓄
積によって形成されるものとなる。上原にとって「歴史」とは、「生者」の認識における「死者」と「生
者」の対話として成立するのである。したがって、「価値概念としての地域」における「現代認識のため
の、生活現実の歴史化的認識」とは、地域の「生者」と新しい世代が現在の問題に満ちた生活現実をどの
ような立場から、どのような視点・視角からとらえるべきであるか、という認識の基本的要素を、地域に
おける無数の被抑圧経験、被「開発」経験あるいは加害責任意識の歴史的蓄積の磁場に不断におき直すこ
とによって主体的認識が確立されていく方法論理を表現したものである。この作業を、「学問・科学の体
系」自体を遵守することによってではなく、個々人の「私的経験」を核にして、諸々の「私的経験」＝歴
史的現実の全体構造を追究し、その中における自らの「私的経験」の位置を確かめていく論理が上原理論
の根底に伏在している。上原自身の場合は、「父親への回向と共存、共生、共闘」という「私的経験」に
よって認識の価値選択が方向づけられていたと考えられる。

るものではないかと疑い、その直後にそれまでのほとんどの交友関係を断ち一人の「国民大衆」として
ひっそりと「亡妻との回向」「共生、共存、共闘」の生活を送った。この生活の中から生まれ、公刊され
生者一一日蓮認識への発想と視点ー」（未来社、 4791

年）である。自らの妻が「生命

の蔑視」の風潮の中で「殺されていった」ととらえる上原がその過程を厳しい文体で告発した「過ぎゆか
ぬ時間」「死者が裁く」「死者と共に生きる」という文章および、 31 世紀に世界の「東西両文化圏」間に深
い交流が始まったことにより初めて一体となった世界史が展開され始めた時代状況下に、強烈な個性を
もって生きた僧・日蓮の姿に、世界史像形成の実践者＝現代認識の実践者である自らの姿をある意味で重
ねる方法により日蓮認識を追究した諸論稿が同書に収められている。
「死者・生者」は、上原の全生涯と思想を理解する上で最も重要な著作の一つである。この詳細な分析
は、上原による日蓮研究の内容にまで立ち入らなくてはならない。しかしここでは、同書を底流するライ
ト・モチーフの一つである「死者」の死に対する、残された「生者」の想念が「生者」の生き方と価値観
を強く規定するという論理自体は、 0691

年代に石川武男宛の返信に記された「父親との回向」と重なるも

のであることを指摘しておきたい。このことは、上原が遅くとも0691

年代初頭には前述した「死者・生

者J の一つのライト・モチーフを内面化していたという意味で注目されるからである。
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まとめ
以上に、現代成人学習内容論研究の基本論点である「現代認識の主体性と科学性」、戦後「地域と教
育」論の基本論点である「価値概念としての地域」論および、これを基礎とした「学問の生活化・国民
化」論、学習・教育内容編成の差礎になる「一般国民大衆」の「世界概念」および、これを基礎とした歴
史発展段階論的時代区分論批判を題材として、これらの諸議論における上原理論の位置を問題史的に考察
してきた。最後にこれらの諸議論における上原理論の位置を簡深に整理しておきたい。

1

現代成人学習内容論研究の領域では、成人の学習内容編成の視角として「現代認識の主体性と科学
性」を追究することが重要視されているが、そこでは両者が二元的に設定されており、両者を統合す
る方法論理が明らかにされていない。この問題発想の始源である上原理論は、この問題解決のための
方法論を生活現実の主体的認識を第一次起動力として一元論法で構想していた。

2 0691

年代以降、「地域に根ざす教育」のあり方が追究されてきているが、この問題発想の始源であ

る上原理論は、一般に理解されているように「地域」を一国内の単なる居住区域、行政区域を意味す
る空間概念、また認識の単なる対象としての空間概念ではなく、「西欧近代主義」的発想に対する強
い批判意識に立った、「第三世界」諸地域の独立と平和を求める論理と連動するものとして日本国内
諸地域の経済的、政治的、文化的独立を求める理想・価値概念であった。

3 0691

年代末、学校教育課程編成の領域において「生活と科学の結合」論と「科学・学問と教育の結

合」論の問で相克・論争が発生したが、この中から両者を統合する見地として「学問の生活化」の見
地が生まれた。この場合も問題発想の始源は上原理論であった。「価値概念としての地域」論を碁礎
にして「学問の生活化・国民化」論が立論されたのである。ただし、上原理論は一元論法であった。

4

上原は、学習・教育内容編成の前提となる「一般国民大衆」の抱く「世界」概念を根底から規定す
る問題の一つとして歴史認識方法を問い、ルネッサンス・ヒューマニストの自己認識を目的として生
まれた歴史発展段階論的時代区分方法を相対化し、独自の世界史像の構成にとり組んだ。それはいわ
ゆる「西欧近代主義」論に基づいた「世界」概念から、「第三世界」の被抑圧民族が独立と平和を求
める論理と連動する「価値概念としての地域」の主体性を構想する「世界」概念への転換として機能
した。この事態は、知識・認識を根底から規定する社会基底の内容構造が前者から後者へと転換した
ことを意味した。

現代成人学習内容論の基本論点である「現代認識の主体性と科学性の確立」というテーマについて、問
題発想の始源である上原理論は以上のような立論構成の上で問題提起を行っていたのである。ところが、
その理論は、生死の問題という深い次元の存在論領域にまで論理が及んでいた。上原はこうした論理射程
を備えた上で戦後、一貫して「民族の独立」に注目してこれと個の独立と人類的課題の三者を結ぶ論理を
追究したが、それは「近代主義」理論における「西欧的個」の人間像とその価値観にとらわれるのではな
く、あくまでなにものによっても権威づけられることのない、「私的経験」から生まれる価値認識を自問
する中での行動であった。
本稿の主題に「戦後」という用語を冠したのは、「戦後」において自覚されたはずの加害・被害経験が
「戦後」社会のあり方、個々人の生き方とそれを支える認識を強く規定するはずである、という問題意識
が上原理論に底流していたと考えられるからである。いずれにしろ、この点も含め「死者・生者」の内容
検討を通した上原理論の分析等、残された課題は少なくない。これらは今後に追究すべき課題とすること
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として、本稿では、現代成人学習内容論の基本論点である「現代認識の主体化と科学化」を一元論的に追
究する論理の基底に、以上に述べたような論理構造が伏在していたことを指摘しておきたい。

（
注
）
)1

上原専禄は、戦前にドイツ中世史研究、戦後には歴史学研究のみならず大学改革、平和論、国民文
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古屋大学教育学部紀要」（教育学科）第53 巻
、 8891

育研究」 luN

、2691

年度、名古屋大学教育学部、 9891
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（付記）
本稿の皿で資料としてとりあげた、石川武男先生が上原に関する回想を綴った「毎日新聞」の文章（注
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の所在については藤岡貞彦先生(-橋大学）よりご教示いただいた。記してお礼申し上げたい。
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年度の「文部省科学研究費補助金（奨励研究 (A)
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」をうけた成果の一部である。

