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 全国学力テスト緊急シンポジウム実行委員会 
        緊急シンポジウム 2007 年 3 月 31 日 
 日本教育会館 
  
 

報告１ 全国学力テスト：ここが問題、ここで思案、ここから行動 
 

中 嶋 哲 彦（名古屋大学） 
someone2nak@yahoo.co.jp 

 
 
 全国学力テスト（全国学力・学習状況調査）は、学校の教育活動や市区町村の教育施策を国が
定める基準で評価し、さらにその「改善」の方向と方法を国が市区町村・学校が従うべきものと
して指し示そうとする制度（PDCA サイクルによる学校・地方教育行政の管理制度）のパーツと
して実施される。このような制度への専門的検討は十分行われたのか、また国民的同意はあるの
か。 
 
 全国学力テストの得点により学力や学校・地域の成果を評価するシステムをつくることにより、
たとえ得点力は向上したとしても、豊かな人格形成と結びついた学力を保障できるようになる見
通しはもてない。むしろ、国民の排他的競争意識を強化し、学校教育の制度と活動をこれまで以
上に競争主義的に組織する恐れがある。 
 
 全国学力テストは、個人情報保護制度の観点から見れば児童生徒とその家族の個人情報の収集
そのものであり、情報公開制度の観点から見れば地域・学校の「結果」は情報公開請求の対象と
なる公文書である。しかし、実施主体である文科省にはその認識が薄く、国民の権利保障及び公
教育制度の健全性確保の点で制度設計がきわめて甘い。 
 
 全国学力テストの結果を学校選択の客観的基準として公表し教育バウチャー制度の基本パー
ツとして位置づけよう意図や、教員評価に利用しようとする意図が政府内部から表明されている。
さらに、与党内部では全教科・全学年での実施も検討されている。文科省の実施要領でも実施学
年・教科については今後に含みをもたせている。 
 
 
目的 
 (1)競争意識の涵養による学力向上 中山文科大臣（当時）「甦れ！日本」 
 (2)教育・教育施策の結果の検証（PDCAサイクル） 文科省・実施要領 
 (3)教育バウチャー制度のパーツ  規制改革・民間開放会議 
 
 (1) 文科省は競争激化・序列化を警戒する姿勢を表明しているが、防止策は学校・教委任せ。 
  保護者の中に潜在する排他的競争意識や「競争による学習」観を励起。倒錯した合意形成。 
  
  
 (2) 公式には「教育・教育施策の結果の検証」のための行政調査として実施。 
   PDCAサイクルの結果検証プロセス(Check)で利用。 
   学力の特定の一部しか測定できないと認めつつ、結果の検証に活用するのは不合理。 
   学校関係者による結果の認識は不可欠。「公表はしない」と言う。結果検証の主体は？ 
     地方分権的教育行政制度、自律的学校運営、「学習指導要領＝最低基準」に対応して、 
     新たな学校管理・地方自治抑圧装置。 

このままでいいのか 全国学力テスト 

シンポジウム終了後に、個人情報の取扱いについて文科省が例外措置を
認めたことが明らかになりました。そこで、その点について末尾に補足
するとともに、当日は配布しなかった関連資料を添付します。 
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 (3) 教育バウチャー制度や学校選択制度、学校・教員評価制度に利用することは目的外利用。 
  教育バウチャー制度下では、学校ごとに結果公表は不可欠。競争激化・序列化も不可避。 
  国民的合意も議論もないまま、教育バウチャー制度導入への下地づくりに。 
  （おそらく、文科省の意思に反して？） 
 
内容 
 学力調査 校内学力テストと外形的には類似。でも、行政調査との認識が必要。 
 学習状況調査 児童生徒と家族の内心・関係・生活状態を直接尋ねる記名式アンケート。 
 学校質問紙調査 いじめ数、不登校数、生活保護家庭数など。 
 
 検討課題 
   「教育・教育施策の結果の検証」という目的に即して、データ収集の妥当性を問う。 
       ⇅ 
   データ収集の適切性・適法性の検討を通じて、全国学力テスト実施の隠された意図を探る。 
 
  「全国的状況」の把握なら抽出調査でよいはず。悉皆・記名式にこだわるのはなぜ？ 
  個別の地域・学校ごとに「結果」を検証するには、悉皆調査が不可欠。 
 
  学力と学習状況の相関を調査か？ 
  現政権が格差是正政策を選択する現実的可能性はきわめて小さい。 
 
提供・公表 
 都道府県・市区町村への提供 

・「国語（知識）」「国語（活用）」「算数・数学（知識）」「算数・数学（活用）」ごとの平均正
答値、中央値、最頻値、標準偏差など 

・都道府県・市区町村・学校・児童生徒の学力の分布グラフ 
・各教科の問題ごとの正答率 
・学習環境・生活の諸側面と学力の相関関係、教育条件の整備状況と学力の相関関係 

 
 都道府県・市区町村による公表 

・国は、国全体、国公私立別、都道府県別、地域規模別の状況を公表する。 
・都道府県教育委員会は、市区町村名や学校名を付けて結果を公表しない。 
・市区町村教育委員会は、学校名を付けて結果を公表しない。 

 
 児童生徒・保護者は４月に実施した学力テストの結果を９月以降返却される。 
  → 教育指導上、意味があるか？ 
    「学力の位置がわかる」という期待は裏切られる。しかし、その期待を持たせる罪。 
    学習状況調査に基づく保護者の「責務」追求の可能性。 
 
 都道府県・市区町村・学校が提供される「結果」は情報公開の対象となる公文書。 
  → 「開示により競争激化・学校序列化」という理由での非開示は認められなかった（枚方） 
    不登校・いじめのデータも非開示にはできないだろう（福岡） 
    文科省も実施要領で、競争激化・序列化に注意すれば開示可能との論理を展開。 

結果の提供を受けた市区町村教育委員会は、情報公開請求があれば、適切でないと判断
しても、また児童生徒・保護者・住民が望まなくても開示しなければならない。その結
果を招いてしまうことへの行政責任は重大。 

 
活用と効果 
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 PDCA サイクルによる教育・教育施策の「改善」システム 
  → 一元的な評価と「改善」の強制 

   学校の自主的・自律的な教育活動や、地方自治的な公教育づくりを抑圧 
   「調査報告書」作成も民間企業へ委託か(?) 

 
 出題される教科教育内容と、学習状況調査で質問内容が権威性・権力性を獲得。 
  → 人格形成、学力に関する開かれた専門的・国民的議論を抑制 
 
 保護者・家庭に「責務」を強要し、「結果」とその自己責任への同意を調達するしくみ。 
 
 少なくとも制度外的効果として、排他的競争の強化と「競争による学習」観 
 
 教育バウチャー制度や学校評価・教員評価に利用可能なデータ（規制改革・民間開放推進会議）。 
 
文科省の権限 
 文部科学省には所掌事務（文部科学省設置法）に密接に関連する調査を行う権限はある。 
 
 全国学力テストは、市区町村教育委員会などの協力の下に実施すると表明していることから、 
  → 全国学力テストは市区町村教委・私立学校への委託調査として実施。 
  → 地方教育行政法§54②（資料提出請求権、私学には適用なし）による調査実施ではない。 

    cf. 市区町村教委は資料提出請求に応じる義務があるとの行政実例あり。 
 
 ただし、 

(1) 特定の制度導入または既存制度への組込みを前提に、かつそれに関する専門的・国民的
議論と同意なく「調査」と称して実施するなら、すでに上記の「調査」の範囲を逸脱。 

(2) 調査が個人情報収集に及ぶ場合は、行政機関個人情報保護法に照らして適法性を判断す
る必要あり。 

  全国学力テストによる個人情報収集は所掌事務の遂行に必要か、疑わしい。 
  個人情報収集の目的を事前に明示する義務。→個人情報提供を拒否する権利 

 
地方公共団体 
 市区町村・私立学校には協力義務はないが、実施要領には協力を当然視する表現も。 
 
 市区町村教育委員会は全国学力テストについて独自に検討し参加・不参加を決めるべき。 
  検討のポイント 

(1) 全国学力テストの目的、内容、方法の合法性・適切性 
(2) 児童生徒及び公教育制度にとっての有益性 
(3) 児童生徒等の基本的人権侵害の可能性 

 
国が教育・教育施策の評価基準を決め、評価も実施する PDCA サイクルによる教育「改善」シ
ステムは、公教育の健全な発展に貢献するのか？ そのとき、学校や地域の自主的な取組はど
うなってしまうのか？ 

 
学力向上・基礎学力保障 
 学テの権威化 
 「学力」への合意形成が不在 
 学力獲得・排他的競争か、学び合いか 
 PISA 型学力 
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いま、何をすべきか 
 
● 市区町村教育委員会 
 実施に協力する義務はありません。ペナルティもありません。むしろ、地域の児童生徒・住民に責任
を負う教育行政機関として主体的な判断が求められます。 

(1) 全国学力テストに結果にもとづく教育「改善」システムに同意できるか？ 
(2) 児童生徒の個人情報の国が一括収集、しかも民間企業への全面委託。これに同意して責任がも

てるか。 
(3) 学校ごとの「結果」に関する情報公開請求にどう対処するか。開示による序列化・競争激化に

責任がもてるか。 
(4) テスト実施による排他的競争意識の強化や、テスト対策の学習への偏重を防ぐことはできるの

か。 
 
● 学校、教師 
 残念ながら、公立小中学校では独自に実施ないと判断することは難しいでしょう。しかし、上記のこ
とに学校としてどう対処するか、対処できるのか検討すべきです。また、教育委員会に見解と適切な対
応を求めるべきです。教育委員会が決めることだからやむをえないと言うのでは、学校として児童生徒
への責任を果たしたと言えません。 
 また、4 月 24 日を授業日とするか否か、対象から除外される児童生徒をどう処遇するかは、学校が
答えを出さなければなりません。 
 さらに、より重要なことは、テスト実施は排他的競争意識を強化したり、テスト対策の学習へ偏重し
たり、あるいは教師自身がテスト対策の授業に陥ったりするかもしれません。これらに適切に対処する
ことができるのか、事前に検討しなければなりません。 

 
●保護者 
 保護者にも児童生徒にも全国学力テストに参加する義務はありません。これに参加することで、学校
や公教育制度がどのように変化してしまう恐れがあるか、広い眼で考えてください。また、排他的競争
で学力がつくのか、排他的な学習を通じて子どもがどのような人格形成の道を歩むことにあるか考えて
ください。 
 4 月 24 日、子どもさんに全国学力テストを受けさせるか否かは、保護者の意思で決められます。こ
の結果は入学者判定資料にも成績評価にも使ってはならないことになっています。 
 全国学力テストではプライバシーに関する情報が一挙に収集されてしまいます。これはたいへん危険
なことですから、子どもさんを全国学力テストに参加させる必要はありません。教育委員会や学校に、
参加しないよう求める権利もあります。学習状況調査だけは答えさせたくないとお考えなら、そのよう
に学校に伝えることもできます。学校は強制的に答えさせることはできません。 

 
●住民 
 あなたが小６・中３の保護者でなくても、公教育の在り方について意見を言う権利があります。学校
教育がどうなるかは、あなたが住む地域がこれからどうなっていくかに大きな影響を与えます。保護者
の方々はかえって声を上げにくい状況にあるかもしれません。あなたのまちの子どもたちやその保護者
の声を代弁してあげてください。 

 
●児童生徒 
 どんな学校で学びたいか、どのような子ども時代・青春時代をすごしたいか、自分自身の意見を言う
権利があります。学ぶことの楽しさや意義を実感できるような教育を受け、学習したり遊んだりする権
利が皆さんには保障されていますが、それを現実のものにするためには自分自身でそれを求める努力も
必要です。 
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シンポジウム終了後に明らかになった文科省の例外措置に関するコメントと、関連資料をこのあとに
付け加えます。 
 
個人情報の取扱いについて一部変更 
 
 文科省初中局学力調査室は、3 月 29 日付けで「平成 19 年度全国学力・学習状況調査における個
人情報の取扱について」を、各都道府県・指定都市教育委員会などに「事務連絡」しましたと伝えら
れています。これは、全国学力テストにおける児童生徒の個人情報収集に対する問題点の指摘を受け
て、文科省も何らかの対応をせざるをえないと考えたものと思われます。文科省が動かざるをえない
状況を作り出せたことは、この間の運動の成果であると評価してよいと思います。 
 しかし、文科省がとった措置にはたいへん問題が多く、指摘されている問題を解消するものではあ
りません。むしろ、文科省が児童生徒の個人情報保護に関する認識の不十分であることや、この問題
を地方公共団体等に押し付けることで責任転嫁しようとしていることが益々明らかになりました。 
 文科省の「事務連絡」のポイントは次の２点です。 
(1) プライバシー保護の観点から問題視された質問項目を削除・変更する。 

 予備調査にあった「家の人から大切にされていると思うか」「先生から認められていると思
うか」「家の人と一緒に美術館や劇場などで芸術鑑賞をするか」「家の人と一緒に旅行に行く」
「家に何冊本があるか」などの質問項目を削除するなど、質問紙調査の内容を一部変更するよ
うです。しかし、何をどのように変更するかは明らかにされていません。 

(2) 解答・回答用紙に氏名を記入させる代わりに「個人番号」を記入する例外措置を認める。 
 次の二つの条件を満たす場合には、教育委員会の判断で、解答・回答用紙への氏名記入の代
わりに「個人番号」を記入させられる例外措置（「氏名・個人番号対照方式」）をとることを認
めるとしています。その条件とは、 

① 当該市町村の個人情報保護審議会等から氏名を書かせることについて支障がある旨の
指摘があり、または既に実施した学力調査等で個人番号の取扱いをしているなどの特別
な事情があること 

② 解答・回答用紙に正しく個人番号が記入されているかの確認を学校が行うこと 
 さらに、教育委員会が「氏名・個人番号対照方式」を採用する場合は、４月６日まで文科省
に連絡することを求め、それ以後の例外措置は認めないとしています。 

 この変更内容には次のような問題があります。 
(1) 今回文科省が削除することにした項目は問題があるとして例示された項目だけですが、個人情

報保護の観点から問題となるのはそれだけに留まるものではありません。「個人情報」とは法
律上個人に関するあらゆる情報を指します。誰もが（あるいは大多数の人が）人に知られなく
ないと思うような情報だけを保護するのではなく、個人に関するあらゆる情報が保護されなけ
ればなりません。そのため、国の行政機関が個人情報を収集するときは、行政機関個人情報保
護法に則って文科省が全国学力テストにより個人情報を収集する権限があるか否かを明らか
にし、かつ収集目的を事前に明示する必要があります。例外措置を申し出なかった地方公共団体
では、個人を特定できる形で個人情報が収集される事実は少しも変わっていません。文科省の例外
措置はこうした根本的な問題にはいっさい答えていません。 

(2) 氏名の代わりに個人番号を書かせる措置は例外措置でしかありません。そのため、この例外措
置を求める条件や申出期間の短さから、この例外措置を求める教育委員会は少ないのではない
かと思われます。教育委員会に判断する時間さえ与えず、例外措置の条件に「特別な事情」の
存在を求めるなど、児童生徒の人権尊重よりも、全国学力テストを可能なかぎり当初の計画ど
おり実施することに重きを置いた姿勢は少しも変わっていません。 

(3) この例外措置に下で全国学力テストを実施する市区町村においても、少なくとも各学校は児童生徒
の氏名と個人番号を照合できる状態にあります。そのため、文科省の個人情報収集の問題は解消し
ても、地方公共団体の機関である公立学校による個人情報収集の問題は残っています。つまり、例
外措置は文科省が法的責任を問われることを回避する措置にすぎず、地方公共団体と児童生徒・保
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護者との間での個人情報収集の問題は少しも解決していないのです。したがって、例外措置を講じ
てもなお、全国学力テストによる個人情報収集の問題が解決したことにはならないのです。 

(4) 文科省は全国学力テストによる個人情報の取扱いに問題視している市区町村・私立学校だけに例外
措置を認めるとしています。しかし、保護されなければならないのは個人のプライバシー権ですか
ら、市区町村教育委員会が例外措置を申し出るか否かに問題解決を委ねることは本来できないので
す。例外措置によって問題を解決しようという発想からは、国民の基本的人権を尊重する義務を負
っているという自覚を感じることができません。 

 なお、学校・教員は児童生徒やその家族の個人情報を知ることになる場合が少なくないため、学校・
教員が全国学力テストによる学力調査や学習状況調査の結果を個人名入りで把握することに対して、教
員も保護者も違和感が少ないかもしれません。しかし、入学時などに学校が児童生徒の家庭環境や身体
の状況に関する個票を作成する場合は、その利用目的を明示したり、廃棄または返却のスケジュールを
知らせたりしていると思います。学校・教員だから児童生徒の個人情報を取得するのは当然だというこ
とにはなりません。また、教員が児童生徒や保護者との日常の接触や面談のなかで、その個人情報を知
ることになることは少なくないと思われますが、これは教育専門職である教員との指導・被指導関係ま
たは信頼関係の下で児童生徒や保護者が自発的に個人情報を開示しているものです。したがって、知り
得た個人情報の取扱いには注意を要しますが、この場合は全国学力テストには必要な個人情報取得の事
前手続きは必要ありません。 
 学校・教員が児童生徒の個人情報を取得することについては、日常の教育活動を通じて児童生徒が自
主的に開示する場合、学校として必要な手続きをとりながら取得する場合、国の行政調査である全国学
力テストを通じて取得する場合を分けて考える必要があるのです。この区別を明確にしないと、全国学
力テストによる児童生徒の個人情報収集の見落とすことになってしまうでしょう。 

 
以下は、分量の関係でシンポジウムでは配布しなかった関連資料です。 
 
●中山文科大臣「甦れ、日本！」（2004.11.4） 
国家戦略としての教育 国際的「知の」大競争時代、各国とも国家の命運をかけて教育改革を推進 
義務教育の改革 -２年で仕上げ- 
 (1)教育基本法の改正 ～新しい時代の日本人像～ 
 (2)学力向上 ～ 世界のトップへ ～競争意識の肝要、全国学力テスト実施 
 (3)教員の質の向上        ～教員免許更新制、専門職大学院 
 (4)現場主義          ～人事・予算など、市町村（広域）の権限強化、学校評価制度の確立 
 (5)義務教育国庫負担制度の改革 

 
 政府は全国学力テストを実施する理由について、これまで３通りの説明をしている。 
 一つ目は、中山元文科大臣が唱えた「競争意識の涵養」。「競争意識の涵養」は文字どおり「競争
による教育」「競争に学力向上」を目指すものだが、それが児童生徒間及び学校間の競争激化や序列
化を招くとともに、学力保障という学校本来の課題を得点力向上によって置き換えてしまうモメント
がこれまで以上に強まるだろう。 

 
●「平成 19 年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領」（2006.6.20）に示された「目的」 
 
(1)全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から，各地域における児童生徒の学力・学習
状況を把握・分析することにより，教育及び教育施策の成果と課題を検証し，その改善を図る。 
(2)各教育委員会，学校等が全国的な状況との関係において自らの教育及び教育施策の成果と課題を把握し，
その改善を図る。 
 

 二つ目は、これを否定しつつ文科省が説明する「教育改善のための学力の全国的状況の把握」。「教
育改善のための学力の全国的状況の把握」は、文科省が PDCA サイクルの C（チェック）と A（ア
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クション）の主導権を握ることにより、規制改革・地方分権改革の下で進められてきた地方分権的教
育行政と自律的学校運営に文部科学省によるコントロールのたがをはめ直そうとするものである。 

 
●規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進に関する第３次答申- さらなる飛躍を目指し
て-」（2006.12.25） 
○全国学力・学習状況調査における学校毎の結果公表等 p.140. 
 学力調査結果はあくまでも個別の学校に関する情報公開の一環として学校選択のための基本情報となる
ものであり、教育サービスを受ける学習者及び納税者に対する説明責任の観点からも学校ごとの結果を公
表すべきと考える。また、噂や風評に依らない学習者の公正な選択を促すために、学力調査結果を含めた
客観的な情報を十分に公開し、その一方、望ましい評価が得られなかった学校に対しては様々な教育支援
を並行して行う必要がある。 
○教育バウチャー構想の実現  pp.144-146. 
【問題意識】（前略）なお、日本において教育バウチャー制度を機能させ、期待した政策効果を上げるため
には周辺の制度整備が不可欠である。教育バウチャー制度導入の前提である学校選択制を十分に機能させ
るとともに、各学校の運営を画一的に縛るのではなく、個々の学校の自主性・自律性を尊重し、創意工夫
が発揮できる環境を整える必要がある。学校及び校長の権限と責任の拡大を図り、また学習者による教員
評価・学校評価の徹底及びそれらを含む学校に関する情報公開の徹底など、学習者本位の教育を実現する
上で必要な諸制度の改革も併せて実施しなければならない。諸外国の事例分析においても、その評価がバ
ウチャー制度固有のものによるものなのか、又は周辺の諸制度によるものなのか等についての実証的な分
析を踏まえ、我が国に相応しい制度設計や環境整備の在り方について検討を進める必要がある。（後略） 
【具体的施策】「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2005」（平成 17 年６月 21 日閣議決定）に
おいては「我が国の社会の実態や関連の教育制度等を踏まえ、海外事例の実態等を検証しつつ、教育にお
ける利用券制度について、その有効性及び問題点の分析など、様々な観点から検討し、重点強化期間内に
結論を得る」とされているところであり、教育バウチャー制度について、我が国の社会の実態や関連の教
育制度等を踏まえ、海外事例の実態把握、その意義・問題点の分析等様々な観点から、今後更に積極的な
研究・検討を行う。【引き続き検討、平成 19 年度以降速やかに結論】 
 

 三つ目は、規制改革・民間開放推進会議が主張する「バウチャー制度下で学校を選択するための基
礎資料」である。全国学力テストの結果を「バウチャー制度下で学校を選択するための基礎資料」に
しようという考えは、新自由主義的学校管理制度を作り出そうとするものだ。 
 これらは論理的には矛盾する内容を含み相互に排斥し合うはずだが、全国学力テストが実施されれ
ばこれらが多重的に子どもと公教育に否定的な影響を及ぼすことになるだろう。 

 
●経済財政諮問会議（2006 年 4 月 19日） 
（吉川洋議員・東大教授・経済学）従来は、その学区に何人ということで生徒の人数が決まっていて、

それで補助金が出ていた。ところが今度は、生徒あるいは家族が自由に学校を選べて、補助金が後
から付いていくということだから、学校が淘汰される可能性がある。そうしたことから学校間で競
争努力が生まれる。 

（小泉純一郎議長・総理）今の制度で、もしこの教育利用券をやったら、具体的にどう変わる？ 
（安倍晋三議員・官房長官）人気のない小学校、中学校には生徒が集まりにくくなる。 
（与謝野馨議員・経済財政政策担当特命大臣）昔は住んでいるところで行く学校が決まっていた。（中略）

バウチャー制度になると、どこへ行っても構わない（後略）。 
（二階俊博議員・経済残業大臣）だから、人気のない学校は廃校になってしまう。 
（小泉議長）それで反対があるわけか。 
（竹中平蔵議員・総務大臣）そうです。 
（本間正明議員・阪大教授・経済学）今までインプットの方に予算を付けていたのを、今度は人数とい

うアウトプットに応じてお金を配分する。それが選択という形で自主的に動くから、生徒が多く来
たところの予算が結果的に多くなる。 
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  （中略） 
（小泉議長）反対論の主な理由は何か。 
（宮内議長・規制改革民間開放推進会議議長）学校間の競争が起きるということだろう。 
（二階議員）日教組は大反対している。 
（小泉議長）ますます格差が起きるという批判か。 
（牛尾議員・ウシオ電機会長）競争になって困るところは反対する。競争を歓迎するところはみんな賛

成する。 
 

 ● 教育基本法を改正のねらい （中嶋哲彦） 
 

 第一に、政府は公教育制度を新自由主義的市場原理・競争原理と新国家主義に基づいて再編成する
ために、日本国憲法に保障する教育を受ける権利や、それに対応して旧教育基本法に定められた公教
育の制度原理を捨て去ろうとしています。かつて曲がりなりにも福祉国家・福祉社会を目指すと言い、
公教育制度もその一環に位置づけていましたが、今や教育を受ける権利の意味を「教育の消費者とし
て教育・学校を選択する権利」にまで切り下げてしまおうとしているのです。 
 第二に、政府は公教育制度を軍事国家日本を物質的・精神的に支える制度に変質さえようとしてい
ます。公教育制度には「日本国憲法第 9条をもつ平和国家日本の公教育制度」というたががはめられ
ていますが、憲法改正＝軍事国家化の下準備として、そのたがを外しておこうとしているのです。こ
のねらいが現実のものとなれば、格差社会の中で格差的教育制度によって再生産される社会・経済的
底辺層の青年は、愛国心教育によって精神的に鼓舞されまたは追いつめられて、兵士になることを選
択するまたはそうせざるをなくなるでしょう。 
 第三に、これまで国民の教育人権を保障する法律として教育運度の後ろ盾になってきた旧教育基本
法は、政府にとっては目の上のたんこぶでした。そこで、教育基本法を国家の教育戦略を地域・学校・
家庭・保護者・児童生徒に押し付けるための法的枠組みを定める法律に仕立て直そうというのが、政
府のねらいでしょう。 

 
● 全国学力テストの結果は情報公開の対象になりうる （中嶋哲彦） 
 
 今年 1 月 31 日、大阪高裁は、枚方市が実施した学力テストにおける学校ごとの結果の開示を求める訴
えを認める判決を下した。枚方市教育委員会は公判で、テスト結果を公表すれば競争激化や学校の序列化
を招く恐れがあると反論したが、一審・二審ともそれを開示を拒む正当な理由とは認めなかった。同市教
委は上告を断念し、今後は請求があればテスト結果を開示すると一八〇度方針転換した。 
 ４月実施予定の全国学力テストの結果の取扱いへの影響が気になるが、報道によれば文科省は判決の影
響はないと考えているようだ。同省は全国学力テストの実施要領で、(1)競争激化・序列化を招かぬよう工
夫しつつ各学校が自校のテスト結果を公表してもよいが、(2)市区町村教委が各学校のテスト結果を公表し
てはならない、と決めている。このように決めているのだから、市区町村教委は全国学力テストの学校ご
との結果については情報公開請求に応ずる必要はないと、文科省は言いたいのだろう。 
 しかし、このような言い分は成り立たないだろう。第一に、実施要領は文科省が決めた取扱いルールに
過ぎず、情報公開条例で保障された情報公開請求権を無効にする効力はない。全国学力テストの結果の開
示請求が出されたら、市区町村教委は開示可否の判断を迫られる。その際、開示を拒むのが難しいことは、
大阪高裁判決に照らせば明らかである。 
 第二に、実施要領では、学校としての説明責任を果たすために、競争激化・序列化を招かぬ取組みをし
つつ、各校が自らテスト結果を公表することを認めている。これはそれなりに工夫すれば公表しても競争
激化・序列化を招かないと言うに等しく、市区町村教委による各校のテスト結果公表を正当化する論理を
文科省自ら用意したことになる。 
 つまり、全国学力テストを実施すると、秋にその結果が市区町村教委に届く。その結果が開示請求され
たら、保護者・児童生徒が望まなくても、すべて開示せざるをえなくなるのだ。地域・学校ごとの結果を
公開すれば、競争激化や学校の序列化は必至だろう。 


